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１

平成 14 年度 事業報告

（１）学術講演会（○：日本音響学会東北支部主催）
主催：５回，共催：１１回（開催順は事務局受付順）
第 916 回（情報処理学会東北支部主催）
日時：平成 14 年 5 月 15 日(水）14：40～16：10
会場：東北大学工学部 電気・情報系 101 大講義室
演題：
「情報化社会と宇宙」

講師：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）
来聴者数：約 270 名
○第 917 回（日本音響学会東北支部主催）
日時:平成 14 年 5 月 22 日(水)14:40～16:10
会場:仙台市青葉区荒巻字青葉東北大学工学部電気情報館 101 大講義室
演題:「超精密超音波計測が拓く新しい材料科学の世界」
講師:櫛引淳一(東北大学教授)
来聴者数：約 250 名
第 918 回（電気学会東北支部主催）
日時：平成 14 年 6 月 5 日(水)14:40～16:10
会場：仙台市青葉区荒巻字青葉東北大学工学部電気情報館 101 大講義室
演題：最新の給電自動化システムの技術動向
講師：尼子量之（三菱電機株式会社 系統変電・交通システム事業所 電力系統部 部長）
来聴者数：約 250 名
第 919 回（電子情報通信学会東北支部主催）
日時：平成 14 年 6 月 12 日(水）14:40～16:10
会場：東北大学工学部電気･情報館 101 大講義室
演題：「パターン認識の新しい潮流」
講師：片桐 滋（ＮＴＴ

コミュニケーション科学基礎研究所）

来聴者数：250 名
第 920 回(電子情報通信学会東北支部主催）
日時：平成 14 年 6 月 19 日(水)14:40～16:10
会場：東北大学工学部電気･情報館 101 大講義室
演題：
「私の創出体験から見た創造の構図」
講師：久米 是志（元本田技研社長）
来聴者数：250 名
○第 921 回(日本音響学会東北支部主催）
日時：平成 14 年 8 月 2 日(金) 15 時 30 分～17 時
場所：東北大学電気通信研究所 2 号館 4 階大会議室
演題：Auditory-Visual Interaction
講師：Armin Kohlrausch (Philips Research Laboratories

Eindhoven and Department of Human-Technology Interaction,
Eindhoven University of Technology, The Netherlands)
来聴者数：35 名
○第 922 回(日本音響学会東北支部主催）
日時

：2002 年 9 月 20 日(金)

15:15～

場所

：東北大学工学部電気・情報系 103 号室

演題

：Application of clad buffer rods for in-line monitoring of polymer
extrusion, liquid metal and die casting processes

講師

：Dr. C. K. Jen(Industrial Materials Institute, National Research Council,

Canada)
来聴者数：約 30 名
第 923 回(電気学会東北支部共催)
日時：平成 14 年 9 月 25 日(水)16:00～17:00
場所：東北大学工学部電気･情報系 103 号室
演題：最新のパワー半導体デバイスと大容量自励式 BTB システム
講師：赤木 泰文（東京工業大学

教授）

来聴者数： 約 30 名
○第 924 回(日本音響学会東北支部主催）
日時: 2002 年 10 月 24 日(木)13:30～14:30
場所: 東北大学 大学院工学研究科 電気・情報系 1 号館 451・453 号室
演題: On the Creation of Reference Maps for Verifying in Vitro Ultrasound Images
講師: Dr. Jens. E. WILHJELM
Associate Professor of Biomedical Engineering,
Technical University of Denmark
来聴者数：23 名
○第 925 回（日本音響学会東北支部主催）
日時：平成 14 年 11 月 13 日（水） 15:00～17:00
場所：東北大学工学部電気情報館 451・453 会議室
演題： "Current and future innovations in high frequency ultrasonic
transducers and arrays"
講師： Prof. K. Kirk Shung
Department of Biomedical Engineering, 500 Olin Hall,

University of Southern California, Los Angeles, CA 90089
来聴者数：約 30 名
第 926 回（電気学会東北支部主催）
日

時： 平成 14 年 12 月 10 日（火）13：00～14：30

場

所： 東北大学工学部電気情報館 451・453 会議室

講

師：

Jen-Shih Chang 教授（McMaster University, Canada）

演

題：

Plasma Water Treatments

来聴者数：約 50 名

（２）電気関係学会東北支部連合大会
会場：山形大学工学部キャンパス（〒992-8510 米沢市城南４－３－１６）
期日：平成 14 年 8 月 27 日（火）
・28 日（水）
発表講演件数：347 件（音響関係：44 件）
セッション数：54 セッション（音響関係セッション：7 セッション）
参加者：644 名
特別講演：
「21 世紀における科学技術の若人への期待」
講師：遠藤 剛

先生（山形大学工学部長、（社）高分子学会会長）

日時：平成 14 年 8 月 27 日（火）16：00～17：30
場所：伝国の杜
来聴者数：約 120 名

（３）研究会
聴覚研究会

秋田県立大学

平成 14 年 6 月 21 日(金)

音声研究会

東北大学

平成 14 年 6 月 27 日(木)，28 日(金)

電気音響研究会・聴覚研究会(共催)
東北大学

平成 14 年 8 月 22 日(木)，23 日(金)

超音波研究会

東北大学

平成 14 年 9 月 19 日(木)，20 日(金)

騒音・振動研究会

東北大学

平成 15 年 1 月 31 日(金)

（４）圧電材料・デバイスシンポジウム 2003
日時：平成 15 年 2 月 27 日（木）
・28 日（金）
場所：東北大学工学部青葉記念会館
主催：圧電材料・デバイスシンポジウム実行委員会
協賛：IEEE UFFC Society Japan Chapter、日本音響学会東北支部

（５）幹事会
日時：平成 15 年 1 月 24 日（金）１７：００～１８：３０
電気・応物・情報系 2 号館

場所：東北大学大学院工学研究科

（６）役員会
日時：平成 15 年 2 月 17 日（月）１６：００～１７：００
場所：東北大学電気通信研究所

２

中会議室

平成 15 年度 事業計画(案)

(1)学術講演会

主催 5 回(内 1 回は総会時) (共催も含めて 15 回程度)

(2)支部連合大会

1回

会場：岩手県立大学 （岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-52）
期日：平成 15 年 8 月 21 日(木)・22 日(金）
(3)研究会
音声研究会

会津大学

平成 15 年 5 月 29 日(木)，30 日(金)

超音波研究会、アコースティックイメージング調査研究委員会（共催）
東北大学

平成 15 年 6 月 28 日(土)

騒音・振動研究会、電気音響研究会、聴覚研究会（共催)

超音波研究会

東北大学

平成 15 年 8 月 8 日(金)，9 日(土)

東北大学

平成 15 年 9 月 29 日(月)，30 日(火)

電気音響研究会

(4)役員選挙

岩手大学

平成 15 年 12 月 18 日(木), 19 日(金)

ハガキ発送 2 月下旬
返送締切

(5)総会

3 月下旬

期日：平成 15 年 5 月 21 日(水)13:30-14:30
会場：東北大学

大学院工学研究科

電気・情報系１号館 451・453 号室

総会終了後 第 930 回学術講演会(日本音響学会東北支部主催)
日時：平成 13 年 5 月 21 日(水)14：40～16：10
場所：東北大学

大学院工学研究科

電気・情報系１号館 101 大講義室

題目：
『エンタテインメントロボットにおける音声インタラクション』
講師：Dr. Helmut Lucke (Sony Intelligent Dynamics Laboratory)

３

支部役員等の改選について
規定により支部長１名、評議員６名の改選を行った。
有権者数
投票総数

１９５（正会員１９０、名誉会員３、終身会員２）
８７

選挙結果
・支部長

小林 力 （日本大学）

当選

・評議員

中村 僖良（東北大学）

当選

和田 仁 （東北大学）

当選

田村 安孝（山形大学）

当選

今野 和彦（秋田大学）

当選

金井 浩 （東北大学）

当選

高橋 賢一（宮城県産業技術総合センター）

当選

・会計監査 明石 尚之 (一関工業高等専門学校)
・庶務幹事 高根 昭一 (秋田県立大学)

支部役員会で選出、総会で承認

支部役員会で選出、総会で承認

・会計幹事 足立 和成 (山形大学) 支部役員会で選出、総会で承認
平成１５年度役員及び幹事 (☆は平成１５年度任期満了の役員)

・支部長
・評議員

小林

力 （日本大学）

☆安倍 正人 (岩手大学)
☆石亀 昌明 (岩手県立大学)
☆鈴木 陽一 (東北大学)
☆杉山 雅英 (会津大学)
☆菅原 澄夫 (石巻専修大学)
☆齊藤

望

(アルパイン)

中村 僖良 （東北大学）
和田

仁 （東北大学）

田村 安孝 （山形大学）
今野 和彦 （秋田大学）
金井

浩 （東北大学）

高橋 賢一 （宮城県産業技術総合センター）
・会計監査

☆長

康雄 (東北大学)

明石 尚之 (一関工業高等専門学校)
・庶務幹事

☆西村 竜一 （東北大学）
高根 昭一 (秋田県立大学)

・会計幹事

☆伊藤 彰則 (東北大学)
足立 和成 (山形大学)

