
情報処理学会 東北支部 
 

 平成 15 年 5 月 7 日（水）13 時 5 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，KDDI 株式会社の小野寺

正氏が「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～」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 16 名が参加し，親交を深めた．  

 

■平成１４年度事業報告 

（１）支部総会 

   平成１４年５月１５日, 東北大学工学部, 参加者１９２名（委任状１７２名を含む）. 
 
（２）役員会 １回（平成１５年４月１８日） 

 

（３）幹事会 １回（平成１５年２月２０日） 

 

（４）電気関係学会東北支部連合大会 

  ・８月２７日--２８日, 山形大学工学部キャンパス 

  ・特別講演：「２１世紀における科学技術の若人への期待」 

遠藤 剛 教授 (山形大学工学部長) 

    ・一般講演：３４７件，参加者数：６４４名， 

  ・広告掲載企業：１０４社, 賛助企業数：９社, 助成件数：２件 

 

（５）研究講演会７回開催 

  ・「情報化社会と宇宙」 

    門脇 隆（三菱電機（株）電子システム事業本部・将来衛星システム推進室・室長） 

    ５月１５日, 東北大学工学部, 参加者数：約２７０名 

  ・「中国ＩＴ市場の動向」  

    李 晨（株式会社エーエヌエス 代表取締役）  

    ７月１２日, 秋田大学工学資源学部, 参加者数：６５名 

  ・「道路案内標識の抽出並びに認識・理解手法について」 

   米田政明 (富山大学工学部教授)  

   １２月１３日, 東北大学工学研究科, 参加者数：約４０名 

  ・「エレクトロニクスのあゆみ」 

   佐藤利三郎 (東北大学名誉教授)  

   主催：東北大学電気通信研究所, 工学研究会, 伝送工学研究会  

   共催：東北大学情報科学研究科, 情報処理学会東北支部，電子情報通信学会東北支部 

   １２月２０日, 東北大学工学部, 参加者数：約７０名 

  ・「オブジェクト指向言語 SCOOL とその応用」 

   羽中田 賢治博士（ドイツシュトゥットガルト大教授） 

   平成１５年１月９日, 岩手大学工学部一祐会館, 参加者数：約２０名 

  ・「ユビキタス環境における音声インターフェースの重要性 」 



   金沢博史((株)東芝研究開発センター主任研究員) 

   平成１５年１月２４日, 山形大学工学部, 参加者数：約１２０名 

  ・「ポストゲノミクス時代の情報処理に向けて」 

   池田誠氏（株式会社「理経」技術開発部バイオビジネス推進グループグループ長、         

     東北大学学際科学研究センター客員助教授）  

   平成１５年３月７日, 弘前大学理工学部, 参加者数：約３０名 

 

（６）研究会開催 ４回 

  ・１２月２日, 秋田大学, 発表１５件, 参加５５名 

  ・平成１５年１月２４日, 岩手大学, 発表２３件, 参加約１２０名   

  ・平成１５年２月２１日, 弘前大学, 発表１４件, 参加３０名 

  ・平成１５年３月１０日, 山形大学, 発表件３３件, 参加約７０名 

 

（７）学生奨励賞  ８名 

  上岡晋太郎（八戸工業大学システム情報工学科） 

  遠藤正和（山形大学工学部情報科学科） 

  勝又啓祐（岩手大学工学部情報システム工学科） 

  佐藤圭亮（東北工業大学通信工学科） 

  平山英輝（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） 

  福士広大（弘前大学理工学部電子情報システム工学科） 

  三浦信（秋田大学工学資源学部情報工学科） 

  ロイ・フイチェン（東北大学工学部情報工学科） 

 

（８）支部奨励賞   ５名 

  池田修己（岩手大学大学院連合農学研究科） 

  工藤優美（弘前大学大学院理学研究科） 

  小林健太郎（東北大学大学院情報科学研究科） 

  白澤洋一（秋田大学大学院鉱山学研究科） 

  藤原克哉（秋田大学工学資源学部） 

 

（９）支部だより発刊 ４回  

  

（１０）情報処理学会東北支部設立３０周年記念事業 

 【記念式典・記念講演会・祝賀会】  １１月１５日, メルパルク仙台 

 【プログラミングコンテスト】    １１月２日, 東北大学工学部 

 

（１１）後援   １回 

  東北大学 大学等地域開放特別事業 

  １０月５日～２６日までの毎週土曜日（全４回）, 東北大学創造工学センター 

 



■平成１５年度役員（＊は新役員（含再任）） 

・支部長   根元 義章（東北大） 

・監事    松本 忠雄（ＮＴＴデータ） 

・庶務幹事 寺山 孝一＊（ＮＴＴデータ） 

      満保 雅浩（東北大） 

・会計幹事 斉藤 文雄＊（富士通） 

      菅谷 至寛＊（東北大） 

・広報幹事 長谷川 悌二＊（日立） 

       三浦 一之（東北大） 

・評議員   阿曽 弘具（東北大）, 天野 一幸（東北大）,  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）, 神田 英貞（会津大）, 小島 正美（東北工業大）,  

      榊原 一也＊（東芝）, 佐藤 晴夫（日本大）, 清水 俊夫（弘前大）,  

      菅沼 拓夫＊（東北大）, 鈴木正幸＊（岩手大）,  

      高橋 良英＊（八戸工業大）, 瀧本 英二（東北大）,  

      竹茂 求＊（仙台電波工高専）, 西田 眞（秋田大）,   

      布川 博士（岩手県立大）, 横山 晶一（山形大）,  

      山本 敏孝（NEC）, 脇坂 知行＊（東北日本電気ソフトウエア） 

 

 

■平成１５年度事業計画 

（１）支部総会  

   平成１５年５月７日, 東北大学工学部（上記実施済） 

（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２１日--２２日, 岩手県立大 

（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 14 年度決算および 15 年度予算                  （単位：円）  

［収 入］   

 平成 14 年度 

 予算 決算 

平成 15 年度 

予算 

本部交付金*  1,940,000 1,940,000 1,960,000 

受取利息等 500 348 500 

その他 

(周年記念事業費) 

1,000,000 1,000,000 -- 

前年度繰越金 964,217 964,217 1,505,142 

計 3,904,717 3,904,565 3,465,642 

  *：賛助会費還元分を含む           

 

［支 出］ 

 平成 14 年度 

 予算 決算 

平成 15 年度 

予算 

事業費 1,130,000 859,090 1,125,000 

 総 会  230,000 126,712 230,000 

 支部大会 300,000 270,000 310,000 

 講演会 200,000 142,358 230,000 

 研究会  200,000  160,000  205,000 

 支部表彰 200,000 160,020 250,000 

事務費 1,990,000 1,540,333 970,000 

 通信費 20,000 8,740 20,000 
 印刷費 70,000 12,720 70,000 

 広報発行 230,000 0 230,000 

 幹事/役員会 100,000 49,756 100,000 

 旅費 200,000 138,020 200,000 

 諸費 50,000 3,645  

 雑費 -- -- 30,000 

 人件費 320,000 320,000 320,000 

 30 周年記念事業 1,000,000 1,007,452 -- 

予備費 784,717 --- 1,270,642 

次年度繰越金 --- 1,505,142 --- 

計 3,904,717 3,904,565 3,465,642 

 

以上 

 


