
情報処理学会 東北支部 

 

平成16年4月28日（水）13時00分より，東北大学工学部電気情報館451・453号室において開催され， 根元

支部長を議長として下記案件を異議なく承認可決した．出席者156名（委任状138名を含む）．総会後，東北大

学工学部電気情報館101大講義室において，日立製作所の茅根 修氏が「ユビキタス情報社会に向けて」という

演題で講演を行い，盛会のうちに終了した（参加者約 270 名）．その後，市内ホテルで行われた懇親会には 20

名が参加し，親交を深めた． 

 

■平成15年度事業報告 

（１）支部総会 

  平成１５年５月７日，東北大学工学部，参加者１５６名（委任状１３８名を含む） 

（２）役員会 １回（平成１６年４月１６日） 

（３）幹事会 ２回（平成１６年１月１６日・３月１０日） 

（４）電気関係学会東北支部連合大会 

  ・平成１５年８月２１日～２２日岩手県立大学 

・特別講演「地域における科学技術研究の進め方」 

   相澤 徹 氏 (岩手県地域振興部 科学技術課 課長) 

  ・一般講演：３９３件，参加者数：延べ６９８名，論文集売上数１１５冊, 

  ・広告掲載企業：９０社, 賛助企業数９社 

（５）研究講演会６回開催（第３０１回～３０６回） 

 ・「Designing the Future:～情報通信の未来とユビキタス社会の実現に向けて～」  

   小野寺 正 氏 (KDDI株式会社 代表取締役社長)  

   ５月７日, 東北大学工学部, 参加者数：約２７０名 

 ・「CGで構築する伝統工芸空間」 

   柴田義孝 氏（岩手県立大学ソフトウェア情報工学科教授・メディアセンター長） 

   １０月７日, 八戸工業大学, 参加者数：約９０名 

 ・「「失敗しないプロジェクト管理」 ～精神論から工学的手法へ～」 

   佐藤修三 氏 ((株) NTTデータシステムズ 常務取締役) 

   １０月１１日, 青森公立大学, 参加者数：１１名 

 ・「スマート・ストレージを用いた情報バリアフリー社会の実現に向けて」 

   佐藤和人 氏 (秋田県工業技術センター 主任専門研究員) 

   １０月２４日, 秋田大学工学資源学部, 参加者数：約１００名  

 ・「Ubiquitousネットワーク社会と情報通信技術」 

   野口正一 氏 (財団法人仙台応用情報学研究振興財団理事長) 

   １１月１３日, 弘前大学理工学部, 参加者数：約９０名 

 ・「Advanced Power Management in Today's Power-Hungry Mobile」 

   Wai-Tung Ng 氏（カナダ・トロント大学電気電子工学科助教授） 

   １２月９日, 東北大学電気通信研究所, 参加者数：約 ３０名 

（６）研究会開催 

  ・１１月８日, 日本大学, 発表３２件, 参加１００名 

  ・１２月１日, 秋田大学, 発表１５件, 参加 ６９名   

  ・平成１６年１月２３日, 岩手大学, 発表２８件, 参加５６名 

  ・平成１６年２月２７日, 弘前大学, 発表１８件, 参加４０名 

・平成１６年３月 ８日, 山形大学, 発表４３件, 参加８８名 

 



 

（７）学生奨励賞 １０名 

加藤 真也（弘前大学工学部電子情報システム工学科） 

  水間 輝（八戸工業大学システム情報工学科） 

  松浦 千凡（岩手大学工学部情報システム工学科） 

  佐藤 充（秋田大学工学資源学部情報工学科） 

  富樫 慎吾（鶴岡工業高等専門学校制御情報工学科） 

  芦澤 健一郎（山形大学工学部情報科学科） 

  長谷川 大介（東北大学工学部情報工学科） 

  高木 恒男（東北工業大学通信工学科） 

  高野橋 健太（仙台電波工業高等専門学校専攻科情報システム工学専攻） 

  安積 卓也（会津大学コンピュータ理工学部コンピュータソフトウェア学科） 

（８）支部奨励賞 ４名 

石井 雅樹（秋田県工業技術センター） 

  小原 武（東北大学大学院情報科学研究科） 

  黒川 圭二（秋田大学大学院工学資源学研究科） 

  渡部 薫（仙台電波工業高等専門学校専攻科） 

（９）支部だよりの発行 ４回  

（１０）後援 １回 

  東北大学 大学等地域開放特別事業 

  １１月８日(土) - ９日(日), 東北大学創造工学センター 

 

■平成16年度役員（＊は新役員（含再任）） 

・支部長   西関 隆夫＊（東北大） 

・監事    松本 忠雄（ＮＴＴデータ） 

・庶務幹事 佐藤 義郎＊（ＮＴＴデータ），水木 敬明＊（東北大） 

・会計幹事 鈴木 雅弘＊（富士通），菅谷 至寛（東北大） 

・広報幹事 長谷川 悌二＊（日立），和泉 勇治＊（東北大） 

・評議員   岩本 正敏＊（東北学院大）, 瓜生 広仁＊（富士通東北システムエンジニアリング）,  

      大窪 嘉壽＊（青森公立大）, 岡 敏幸＊（日立東日本ソリューションズ）, 

       小澤 一文＊（秋田県立大）, 小田島 達郎（日本アイ・ビー・エム）, 加藤 寧（東北大）,  

小島 正美＊（東北工業大）, 榊原 一也＊（東芝）, 菅沼 拓夫（東北大）, 鈴木正幸（岩手大）,  

      高橋 良英（八戸工業大）, 竹茂 求（仙台電波工高専）, 程 子＊（会津大）, 

            成田 祐一＊（日本大学）, 西田 眞＊（秋田大）,  布川 博士＊（岩手県立大）,  

根元 義章＊（東北大）, 平中 幸雄＊（山形大）, 満保 雅浩＊（東北大）, 三浦 一之＊（東北大）, 

            三浦 一之＊（東北大）, 水田 智史＊（弘前大）, 山本 敏孝＊（NEC）,  

脇坂 知行（東北日本電気ソフトウエア） 

 

■平成16年度事業計画 

（１）支部総会  

   平成１６年４月２８日, 東北大学工学部（上記報告済） 

（２）役員会 ２回程度 

（３）幹事会 ３回 

（４）電気関係学会東北支部連合大会, ８月２６日--２７日, 東北工業大学 

（５）講演会 １０回程度 

（６）研究会 ５回（宮城県を除く５県） 

（７）学生奨励賞の授与  １０名程度 

（８）支部奨励賞の授与  ５名程度 

（９）支部だよりの発刊  ４回 

 

 

 

 

 



■平成15年度決算および16年度予算                              （単位：円）

平成15年度 平成16年度 
 [収 入] 

予算 決算 予算 

本部交付金* 1,960,000  1,960,000  1,800,000  

受け取り利息等 500  20 100  

前年度繰越金 1,505,142  1,505,142  1,719,591  

合計 3,465,642  3,465,162  3,519,691  

*：賛助会費還元分を含む     

平成15年度 平成16年度 
 [支 出] 

予算 決算 予算 

事業費 1,225,000  1,032,068  1,225,000  

 支部総会 230,000  195,890  230,000  

 講演会 230,000  137,654 230,000  

 研究会 205,000  208,944  205,000  

 支部連合大会 310,000  310,000  310,000  

 奨励賞表彰 250,000  179,580  250,000  

事務費 970,000  713,503  970,000  

 通信費 20,000  8,620  20,000  

 印刷費 70,000  21,940  70,000  

 幹事・役員会 100,000  96,794  100,000  

 旅費 200,000  126,420  200,000  

 広報発行 230,000  126,230  230,000  

 雑費 30,000  13,499  30,000  

事務委託費 320,000 320,000 320,000

予備費 1,270,642    1,324,691  

次年度繰越   1,719,591    

合計 3,465,642  3,465,162  3,519,691  

 

 


