
情報処理学会 九州支部 
 

■支部総会における出席者および下記案件可決の報告 

平成17年5月13日（金）14時30分より，九州大学（福岡市）において開催され，宇津宮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209名（委任状： 193名を含む）．また，総会終了後15時30分より

宇津宮孝一氏（大分大学教授）が特別講演「情報分野を中心とした地域の民学官連携」を行い，盛会のうちに終

了した． 

■平成16年度事業報告 

（１）支部総会 

平成16年5月7日，大分県消費生活・男女共同参画プラザ（大分市）出席者250名（委任状 226名含む）． 

（２）役員会等 

幹事会3回（16年12月12日，17年3月18日，4月4日），評議員会1回（17年3月18日），奨励賞選定委員

会：2回（16年12月12日，17年3月18日） 

（３）事業計画に基づく事業 

①支部連合大会（電気関係学会九州支部連合大会） 

平成16年9月27日～28日，鹿児島大学（鹿児島市），参加者1008名 

②火の国情報シンポジウム2005 

平成17年3月7日～8日，九州工業大学（飯塚市），参加者120名 

③若手の会セミナー 

平成17年3月9日～10日，国民年金健康センター グリーンヒル若宮（福岡県鞍手郡），参加者17名 

④講演会等 

・平成16年7月5日15:00～ (共催) ，九州大学，参加者37名 

「Visualization of computer architecture dynamics in the computer engineering education」 

Prof. Dr. Peter Marwedel (University of Dortmund, Germany)  

・平成16年7月12日15:00～ (共催），九州大学，参加者38名 

「Fast, energy-efficient and timing predictable memory accesses ‒A case for compiler-controlled 

scratch pad memories」Prof. Dr. Peter Marwedel (University of Dortmund, Germany)  

・平成16年9月29日15:00～16:00（天候のため30日に実施）（共催），大分大学,参加者45名 

「無線ＬＡＮとセキュリティ」堀 良彰氏（九州大学大学院） 

・平成16年10月26日-27日10:00～（後援），アクロス福岡607会議室，参加者63名 

  「5th Open SESSAME Seminar 第5回組込みソフトウェア技術者・管理者向けセミナー」 

  坂本直史氏(ルネサスソリューションズ)／鈴木圭一氏(富士写真フイルム)／ 

森 孝夫氏(三栄ハイテックス)／二上貴夫氏(東陽テクニカ)／西 康晴氏(電気通信大学) 

・平成16年12月1日15:00～16:30（共催），福岡大学，参加者25名 

「Temperature-Aware Computing」Prof. Mircea Stan (University of Virginia) 

・平成17年1月31日13:00～14:00 (共催)，九州大学システムLSI研究センター，参加者25名 

「Associative Computing for Embedded Processors」Prof. Robert A. Walker (Computer Science Department, 

Kent State University) 

・平成17年2月4日14:50～16:20 (共催)，九州大学ﾍﾞﾝﾁｬ-ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘ，参加者16名 

 「情報理論散歩」小林欣吾氏（電気通信大学大学院） 

・平成17年3月6日9:30～17:30 (共催)，佐賀県立女性ｾﾝﾀｰ・佐賀県立生涯学習ｾﾝﾀｰ，参加者約100名  

｢第1回人工頭脳工学シンポジウム｣ 特別講演 福島邦彦氏（東京工科大学メディア学部） 

⑤特別事業 

平成16年11月5日15:00～17:30（共催），福岡SRP ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ（ももちｷｭｰﾌﾞ）2階 参加者92名 

特別講演会「ユビキタスネットとＩＣタグが拓く新たな社会」 

a.「ユビキタスネット社会の企業戦略」村上輝康氏（財団法人ハイパーネットワーク社会研究所） 

b.「ＩＣタグの最新動向と今後の展開」落合 巧氏（大日本印刷株(株)） 

 

 

 



（４）奨励賞 9名 

 小林 健了（九州大学），牛尼 剛聡（九州大学），タン ジュークイ（九州工業大学） 

        筬島 郁子（九州工業大学），油田 健太郎（宮崎大学），豊福 達也（九州大学） 

  山原 幹雄（九州工業大学），坂田 敦（九州大学），桑原 恵（九州工業大学） 

■平成17年度役員（*：新任） 

支部長 山下 雅史*（九州大学） 

幹 事 日下部 茂（九州大学），柴村 英智（熊本大学），國近 秀信（九州工業大学）  

渡 和正（ＮＴＴデータ九州），天野 浩文*（九州大学）， 渕田 孝康*（鹿児島大学）  

坂本 靖夫*（三菱電機インフォメーションシステムズ） 

監 事 川村 克彦 （沖ソフトウェア） 

評議員 江島 俊朗* （九州工業大学），荒木 啓二郎（九州大学）， 黒田 英夫（長崎大学）  

伊藤 精一 （九州電力），藤本 康雄（富士通）， 孫 寧平（熊本電波高専） 

吉村 賢治 （福岡大学）， 松尾  聡（九州システム情報技術研究所）  

吉村  猛*（早稲田大学）， 岡崎 直宣* （宮崎大学） 

 宮里 正徳* （パナソニックコミュニケーションズ）， 野畑 良一* （アルファシステムズ）  

丸山 博史* （九州日本電気ソフトウェア），伊達 博* （システム・ジェイディー） 

■平成17年度事業計画 

（1）支部総会：平成17年5月13日（金）14:30～，九州大学（上記実施済み） 

（2）役員会等：幹事会（数回），評議員会（2回），奨励賞選定委員会（2回） 

（3）各種行事：講演会等（約5～6回），若手の会セミナー，支部連合大会（平成17年9月29日～30日，福岡

工業大学），火の国情報シンポジウム2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■平成16年度決算および17年度予算   

平成16年度 平成17年度 
収入 

予算 決算 予算 

本部からの繰入 2,040,000 2,040,000  2,050,000 

  支部交付金 1,990,000 1,990,000  2,000,000 

  支部支援金 50,000 50,000  50,000 

雑収入 0 39  0 

積立取崩等（任意） 0 0  0 

当期収入合計 (A) 2,040,000 2,040,039  2,050,000 

前期繰越収支差額 1,672,601 1,672,601  1,913,631 

収入合計 (B) 3,712,601 3,712,640  3,963,631 

    

平成16年度 平成17年度 
支出 

予算 決算 予算 

事業費 1,756,000 1,205,974  1,314,000 

 年次総会 15,000 35,991  15,000 

 講演会（謝金） 60,000 63,333  60,000 

 若手の会セミナー 400,000 190,130  240,000 

 支部特別事業（特別講演会） 200,000 200,525  0 

 支部連合大会 180,000 180,000  180,000 

 火の国情報シンポジウム 300,000 186,244  258,000 

 奨励賞表彰 390,000 281,000  390,000 

 連絡費 150,000 8,226  50,000 

 電子広報費 61,000 60,525  121,000 

事務費 435,000 292,825  435,000 

 通信費 5,000 0  5,000 

 印刷費 150,000 118,925  150,000 

 会議費 250,000 172,860  250,000 

 雑費 30,000 1,040  30,000 

事務委託費 ※ 301,000 300,210  301,000 

予備費等（任意） 0 0  0 

当期支出合計 (C) 2,492,000 1,799,009  2,050,000 

当期収支差額 (A-C) -452,000 241,030  0 

次期繰越収支差額 (B-C) 1,220,601 1,913,631  1,913,631 

 


