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日本音響学会関西支部 2012 年通常総会次第 日本音響学会関西支部 2012 年通常総会次第 日本音響学会関西支部 2012 年通常総会次第 日本音響学会関西支部 2012 年通常総会次第 

 

 

日時：2012年 4月 20日（金） 13:30～14:30（予定） 

場所：キャンパスポート大阪 ルームＤ 

 

議題： 

1) 2011年度支部事業報告・収支決算報告・収支決算監査報告 

2) 2012年度支部長・副支部長，ならびに評議員選挙結果報告 

3) 総会議決権に関する支部規約改正の件 

4) 2012年度庶務幹事・会計幹事，ならびに会計監査選出承認の件 

5) 2012年度支部事業計画・収支予算承認の件 

6) 第 15 回関西支部若手研究者交流研究発表会開催の件 

7) その他 

 

配布資料： 

総会資料 12-1 2011年度事業報告(案) 

総会資料 12-2 2011度収支決算報告(案) 

総会資料 12-3 2012年度関西支部役員選挙開票結果 

総会資料 12-4 総会議決権に関する支部規約改正について 

総会資料 12-5 2012年度関西支部役員(案) 

総会資料 12-6 2012年度事業計画(案) 

総会資料 12-7 2012年度収支予算(案) 

総会資料 12-8   第 15 回関西支部若手研究者交流研究発表会開催について（案） 
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2011年度 事業実施報告（案） 

    

主催行事等主催行事等主催行事等主催行事等 

開催日 行事名 開催場所 概要・備考 

4月 20日 2011年度通常総会 新橘ビル 8F A 会議

室（和歌山県和歌山

市美園町 5-1-2） 

2010 年度 事業・決算報告 

2011 年度 事業計画・予算 

出席 23名，委任状 159通 

 計 182名（定足数 112） 

4月 20日 見学会  住友金属工業株式会

社 和歌山製鉄所 

工場見学 

10月 12日 関西支部見学会 財団法人阪急文化財

団逸翁美術館および

マグノリアホール 

美術館とホールの見学およ

びホールでのピアノ演奏会 

参加者 49名 

12月 18日 第 14 回関西支部若

手研究者交流研究発

表会 

産業技術総合研究所

関西センター 

ポスターセッション 

講演会・懇親会 

発表 83件，参加 160名 

 

談話会談話会談話会談話会    

開催日 談話会名 開催場所 概要 

10月 15日 動物音響談話会 同志社大学 京田辺キ

ャンパス 

講演 2件，参加 43名 

 

研究会（開催補助）研究会（開催補助）研究会（開催補助）研究会（開催補助）    

開催日 研究会名 開催場所 発表件数・参加人数 

5月13, 14日 聴覚研究会 同志社大学 京田辺キ

ャンパス 

発表 15件，参加 60＋53名 

5月12, 13日 音声研究会 立命館大学 大阪キャ

ンパス 

発表 29件，参加 81+49名 

※共催 
電気音響研究会 

7月 15日 騒音・振動研究会 エルおおさか 発表 6件，参加 18名 

11月 19日 音楽音響研究会 同志社大学 室町キャ

ンパス 

発表 5件，参加 28名 

1月26, 27日 超音波研究会 関西大学 千里山キャ

ンパス 

発表 

超音波 16件注） 

電気音響 18件注） 

参加 

超音波 27+32名 

電気音響 27+27名 

※併催    

電気音響研究

会 

注）併催共通講演 7件を含む。 
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役員会役員会役員会役員会    

回(開催日) 開催場所 議題・備考 

第 1回 

(4月 20日) 

新橘ビル 8F A 会議室

（和歌山県和歌山市美園

町 5-1-2） 

総会提出議案書の審議， 

第 2回 

(8月 22日) 

(財)日本建築総合試験所 

大阪事務所 

若手研究者交流研究発表会(若手の会)の件， 

研究会談話会補助交付状況， 

関西支部見学会開催について， 

第 3回 

(12月 18日) 

産業技術総合研究所関西

センター 

若手の会の件，研究会談話会補助交付状況， 

関西支部見学会の件， 

本部支部連絡会について 

第 4回 

(1月 17日) 

(財)日本建築総合試験所 

大阪事務所 

新年度支部役員体制について， 

若手の会開催報告， 

関西支部役員選挙スケジュールについて 

第 5回 

(3月 1日) 

(財)日本建築総合試験所 

大阪事務所 

役員選挙結果報告，総会・見学会の件， 

11年度事業報告(案)・決算報告(案)の審議， 

12年度事業計画(案)・収支予算(案)の審議 

第 6回 

(4月 20日) 

キャンパスポート大阪 総会提出議案書の審議（予定） 
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2011 年度 収支決算報告（案） 
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2012 年度 関西支部役員選挙開票結果 

（2012 年度支部長・副支部長および 2012～2013 年度支部評議員） 
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総会議決権に関する支部規約改正について 

 

 

現在の関西支部規約では、議決権を持つ会員が明確に示されていないため、選挙規約の選挙権

保持会員に倣うよう規約を改正することについて審議をお願いいたします。 

 

改正案の内容は以下の通り。 

 

＜現行＞ 

日本音響学会関西支部規則 

（総会） 

第７条（３） 

総会は会員５分の１以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、

当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは、出席とみなす。 

 

＜改正案＞ 

日本音響学会関西支部規則 

（総会） 

第７条（３） 

総会は名誉会員、終身会員及び正会員５分の１以上が出席しなければ、その議事を開き議決す

ることができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは、

出席とみなす。 
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2012 年度 関西支部役員（案） 

 

 

■支部長：  有木 康雄 （神戸大学） 

 

■副支部長： 荒木 邦彦 （（株）竹中工務店） 

 

■評議員： 

［留任：任期 2012 年度末まで］ 

荒川 恵子 （京都女子大学） 

加藤 宏明 （（独）情報通信研究機構） 

須崎 寛則 （古野電気株式会社） 

松川 真美 （同志社大学） 

南  泰浩 （NTTコミュニケーション科学基礎研究所） 

 

［新任：任期 2013 年度末まで］ 

宇津野 秀夫 （関西大学） 

翁長  博  （近畿大学） 

猿渡  洋  （奈良先端科学技術大学院大学） 

添田  喜治 （（独）産業技術総合研究所） 

西浦  敬信 （立命館大学） 

 

■庶務幹事： 西田 昌史 （同志社大学） ※留任 

豊田 政弘 （関西大学）  ※新任予定 

 

■会計幹事： 南條 浩輝（龍谷大学）     ※留任 

安井 千絵 （（株）竹中工務店） ※新任予定 

 

■会計監査： 河原 英紀（和歌山大学）  ※留任 

高橋 大弐（京都大学）   ※新任予定 

 

 

以 上 
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2012 年度 事業計画（案） 

 

開催日 行事 開催場所 概要 

4月 20日 総会 キャンパスポート大

阪 会議室（大阪市北

区梅田 1-2-2-400） 

2011 年度 事業・決算報告 

2012 年度 事業計画・予算審議    

4月 20日 見学会 （株）竹中工務店 中

之島フェスティバル

タワー作業所 

新フェスティバルホール施工

状況及び高層ビルの空間の見

学 

10月中 見学会 

(役員会併催予定) 

未定 見学会を予定 

12月初旬 第15回関西支部若

手研究者交流研究

発表会 

未定 ポスターセッション 

講演会・懇親会 

 

 

談話会（関西支部主催）談話会（関西支部主催）談話会（関西支部主催）談話会（関西支部主催）    

音環境談話会，聴覚基礎理論談話会，動物音響談話会，室内音響談話会 

 

研究会（開催補助）研究会（開催補助）研究会（開催補助）研究会（開催補助）    

聴覚，音声，騒音・振動，建築音響，超音波，電気音響，音楽音響， 

アコースティックイメージング，など 

※本部研究会の関西支部地域での開催時に補助支出 

 

役員会役員会役員会役員会    

５～６回開催予定 

 

関西支部若手研究者交流研究発表会実行委員会関西支部若手研究者交流研究発表会実行委員会関西支部若手研究者交流研究発表会実行委員会関西支部若手研究者交流研究発表会実行委員会    

第 1回（6月）、第 2回（7月）、第 3回（10月）の合計 3回を予定 

関西支部若手研究者交流研究発表会の開催内容についての審議 
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2012 年度 収支予算（案） 
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第 15 回関西支部若手研究者交流研究発表会開催案 

実行委員長 添田 喜治 

【開催趣旨】 

次代を担う若手研究者間の研究交流および相互啓発を目的とする．また，ベテラン研究者による若

手研究者へのあたたかい励ましも期待したい． 

音響学会には，超音波，音声，建築音響等様々な分野の研究者が所属している．普段，別分野の

研究者と交流する機会はあまりないが，この機会を通して他分野の研究への理解を深める機会とした

い．また，他分野の人々へ自分の研究を理解してもらうためにプレゼンテーションを工夫する機会とし

て利用していただきたい． 

【実施概要】 

日時：2010年 12月上旬または中旬 

会場候補：キャンパスプラザ京都，関西大学，産総研 

内容(午前の部)：ベテラン研究者による若手研究者への激励も含めた講演，音響学会・若手の

会受賞者による講演 

内容(午後の部)：若手研究者によるポスター発表および懇親会 

発表件数：約 60件 

表彰：支部長賞，優秀賞（実行委員の投票），奨励賞（実行委員を除く参加者全員の投票） 

 


