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平成 24 年度（社）日本音響学会九州支部総会資料 
 

 

 

 

会 場：長崎大学 総合教育研究棟 多目的ホール 

 長崎県長崎市文教町 1-14 

 

 

日 時：平成 24年 3月 24日（土曜日）15:45 ～ 17:15 

 

 

 

総会議事： 

 １． 平成 23年度活動報告 

 ２． 平成 23年度収支報告 

 ３． 平成 23年度会計監査報告 

 ４． 平成 24年度活動計画 

 ５． 平成 24年度予算案 

 ６． 平成 24年度支部役員及び評議員選挙結果 

 ７． 平成 24年度電気関係学会九州支部連合会役員の承認について 

 ８． 支部学生表彰について 

 ９． 支部学生表彰規則の改正について 

 １０．その他 
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１．平成 23年度活動報告 
 

事業年度：平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日 

 

(1) 平成 23年度会員現況 

会員種別 
平成 23年 

2月 8日現在 

平成 24年 

3月 2日現在 

平成 23年度内

の増減 

名誉会員 0 0 0 

終身会員 4 4 0 

正会員 181 183 +2 

学生会員 76 70 -6 

会員数 

合計 
261 257 -4 

賛助会員 3社 3口 4社 4口 +1社,+1口 

 ※会費の特例制度について                                     

   卒業により学生会員から正会員に種別変更される場合の会費割引などは、 

  下記をご参照下さい。 

  http://www.asj.gr.jp/2010/pdf/201010kaihitokurei.pdf 

 

(2) 支部総会定足数の確認 

  支部総会（平成 24年 3月 24日 15:45～17:15）において、 

  議決権を持つ会員数：名誉会員数、終身会員数、正会員数の合計 187 名 

   定足数： 38名（議決権を持つ会員数の 5分の 1）、 

   出席者 13 名、委任状 59 名、計 72 名であるので、総会成立。 

 

(3) 事業内容 

１．九州支部主催または共催の研究発表会、研究会等の実施 

開催日 
支部主催 

共催の別 
会合名(開催場所) 

2011年6月21日(火) 共催 建築音響研究会（別府国際コンベンションセンタ） 

2011年8月22日(月) 共催 騒音・振動研究会（長崎大学） 

2011年9月26・27日(月・火) 共催 電気関係学会九州支部連合大会（佐賀大学） 

2011年11月18・19日(金・土) 共催 電気音響研究会（熊本大学） 

2011年11月28・29日(月・火) 共催 音声研究会（九州大学 筑紫キャンパス） 

2011年11月26日(土) 主催 学生のための発表会（大分大学） 

2011年12月10・11日(土・日) 共催 聴覚研究会（熊本県立大学） 

2012年2月4・5日(土・日) 共催 聴覚研究会（那覇市IT創造館） 

2012年3月9日（金） 共催 騒音・振動研究会（琉球大学） 
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２．学生のための発表会開催概要について 

 平成 23年 11月 26日（土）に大分大学において、第 9回学生のための研究発表会

を開催した。学生のための研究発表会は、日本音響学会九州支部の主催で開催され

る音響学に関する会議であり、九州地区の学生同士の学術交流の発展を目的とした

会議である。発表件数は 35件であった。 

 

３．学生表彰の実施 

 平成 23 年度エントリ締切（2012 年 2 月 29 日）から遡って 24 ヶ月内に九州支部が

主催または共催した研究発表会、研究会等における学生の発表を対象として応募者を

募り、特に優れたものを表彰する事業を行った。平成 24年 2月 14日に応募案内を発

送した結果、2 月 29 日の締め切りまでに合計で 18 件の応募があった。その内訳は、

学部 4年生が 4件、大学院修士課程学生が 11件、大学院博士課程学生が 3件である。

平成 23 年 3 月に、支部役員による表彰者選考を行い、4 名の学生表彰者を選出した。

また、表彰式は 3 月 24 日の支部総会開催時に実施される。なお、表彰対象者の詳細

は後の議事で報告する。 

 

４．電気関係学会九州支部連合会における活動 

 1)電気関係学会九州支部連合大会 

 平成 23年 9月 26日及び 27日に、佐賀大学本庄キャンパスにて開催された。一般

講演申込件数は 589件であり、そのうち音響・音声部門では 17件の発表が行われた。 

 

 2)会議出席 

  平成 23年 5月 13日 連合大会委員会合同会議（福岡工業大学）  

  平成 24年 3月  2日 連合大会委員会 (NTT西日本 ITプラザ福岡) 

   （上記会議の重要な審議事項は、連合大会の今後の運営方針など。） 

 3)連合大会役員 

 委員 日本文理大学 福島学 

 

 4)連合大会運営委員会委員 

  平成 23年度大会 九州大学 河原一彦 

  平成 23年度大会 熊本大学 苣木禎史 
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(4)事務、その他の活動 

 １．インターネットを利用した支部の活動の公開（継続） 

   掲載内容の充実：九州支部関連文書、支部からのお知らせ、支部行事の報告。 

 

 ２．役員選挙の実施および役員会、総会の開催 

   平成 24年 3月に実施、開催。 
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２．平成 23年度収支報告 
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３．平成 23年度会計監査報告 

 

会計監査の結果、適正と認められたので報告する。 
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４． 平成 24年度活動計画 

 

事業年度：平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日 

 

(1) 事業計画 

 １．九州支部主催または共催の研究発表会、研究会等の実施 

  平成 24 年度も前年度並みの開催数を見込んでいる。講演会、学会等の開催協力

にも適宜、対応する。平成 24年度は「嶺南九州音響学会議(YKJCA)」を開催する。 

 

 ２．学生表彰の実施 

  平成 24年度内公示から 24ヶ月に遡って九州支部が主催または共催する、研究発

表会、研究会および「学生のための研究発表会」「嶺南九州音響学会議(YKJCA)」にお

ける学生の発表を対象として応募者を募り、特に優れたものを表彰する。 

 

 ３．電気関係学会九州支部連合会における活動 

  分担金の支出、役員の派遣。連合大会が平成 24 年 9 月 24 日（月）、25 日（火）に

長崎大学にて開催される。連合大会運営方針に基づき、開催の当番学会は、主当番学

会 情報処理学会／副当番学会 電気設備学会である。 

 

(2) 事務、その他の活動 

 １．インターネットを利用した支部の活動の公開（継続） 

掲載内容の充実：九州支部関連文書、支部からのお知らせ、支部行事の報告、研究室

訪問の充実。サーバのメインテナンスや Web コンテンツの作成などについては、学

生アルバイトを利用する。 

 

 2. 役員選挙の実施および役員会、総会の開催 

  平成 25年 3月に実施、開催。 
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５． 平成 24年度予算案 
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６. 平成 24年度支部役員および評議員選挙結果 

 
任期：平成 24年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

有効投票数 73 票 各候補者は 73 票を獲得し、承認された。 

 

役職別          候補者氏名   勤務先           

支部長          宇佐川 毅   熊本大学大学院 

副支部長         尾本 章    九州大学大学院 

評議員          川井 敬二   熊本大学大学院 

評議員          鮫島 俊哉   九州大学大学院 

評議員          渡嘉敷 健   琉球大学工学部 

評議員          福島 学    日本文理大学工学部 

評議員          水町 光徳   九州工業大学大学院 

庶務幹事（任期中交替）  山内 勝也   長崎大学大学院 

 （薗田光太郎残任期間（～平成 25年 3月 31日）） 

庶務幹事         苣木 禎史   熊本大学大学院 

会計幹事         岡本 則子   有明工業高等専門学校 

会計監査         穴井 謙    九州工業大学大学院 

 

来年度まで任期が継続する役員は、以下のとおり。 
 
任期：平成 23年 4月 1日～平成 25年 3月 31日 
評議員  ：上田 和夫 （九州大学大学院） 
同    ：河原 一彦 （九州大学大学院） 
同    ：野田 秀樹 （九州工業大学大学院） 
同    ：藤本 卓也 （株式会社四元音響設計事務所） 
同    ：宮園 博光 （熊本県立大学総合管理学部） 
会計幹事 ：富来 礼次 （大分大学工学部） 
会計監査 ：秋田 昌憲 （大分大学工学部） 
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７．平成24年度電気関係学会九州支部連合会役員の承認について 

 

(1) 平成 24年度の連合大会委員として、以下の 1名の委員を派遣する。

平成 24年度の連合大会は、長崎大学で開催される。 

  長崎大学  山内 勝也 

 

(2)平成 25年度の連合大会は主当番学会が電気学会，副当番学会が「音響学会」であ

り，平成 25年度は 

   大会副委員長 を 「支部長」 

   大会庶務幹事 を 「庶務幹事」 

が担当することとなります．なお，平成 25年度の開催地は「熊本地区」となって

おります． 

 

(3) 企業協賛依頼状の呼びかけ依頼が来る予定となっています． 

 

(4) 日本音響学会は副当番学会のため，負担額は 5万円であり，過不足があっても変

動無しです． 
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８．支部学生表彰について 

 

役員による審査結果に基づき、学部生、大学院博士前期課程、大学院博士後期課程の

各カテゴリーで得点の高かった下記 4名を表彰することとしたい。 

 

【学部生の部門】 

学生氏名（よみがな）：成 英枝 (せい はなえ) 

学生所属：九州大学 芸術工学部・音響設計学科 

論文題目：通常音声およびささやき声の聴取によって生ずる事象関連電位と行動的指標 

学会、研究会等の名称：聴覚研究会（那覇市 IT創造館） 

指導教員氏名：中島 祥好 

 

【大学院博士前期課程の部門】 

学生氏名（よみがな）：佐保 貴哉（さ

ほ あつや） 

学生所属：熊本大学大学院 自然科学研究科・情報電気電子工学専攻 

論文題目：周波数領域両耳聴モデルに基づく両耳補聴システムの指向特性改善       

に関する研究 − ニューラルネットワークを利用した前後判断機能の実装 − 

学会、研究会等の名称：学生のための発表会（大分大学） 

指導教員氏名：宇佐川 毅 

 

学生氏名（よみがな）：高山 徹也（たかやま てつや） 

学生所属：九州大学大学院芸術工学府 コミュニケーションデザイン科学コース 

論文題目：自動車内及び車外での聴取を考慮した警笛のデザインについて 

学会、研究会等の名称：騒音・振動研究会（長崎大学） 

指導教員氏名：高田正幸 

 

【大学院博士後期課程の部門】 

学生氏名（よみがな）：藤山沙紀（ふじやま さき） 

学生所属：九州大学大学院芸術工学府 芸術工学専攻 

論文題目：映像作品における音楽と映像の調和の効果 ―黒澤作品の音と画の対位法

を探る― 

学会、研究会等の名称：第9回学生のための研究発表会（大分大学） 

指導教員氏名：岩宮眞一郎 
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9．支部学生表彰規則の改正について 

 

副賞に関して規則に明記されていないと謝金となるため、以下のとおり、学生表彰規

則の改正を提案する。 

 

（表彰方法） 

[第１０条] 

（現行規則）賞状と副賞を授与する。母体名は日本音響学会九州支部とし，

発令者は支部長とする。 

（改正規則案）賞状と副賞（五千円相当）を授与する。母体名は日本音響学

会九州支部とし，発令者は支部長とする。 

 

（以上） 

 

 


