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事務局からのお知らせ 

(1) 行事報告 

ⅰ) 平成 15 年度通常総会 

平成 15 年 5 月 9 日(金曜日)14:00 より学士会館に

おいて平成 15 年度通常総会を開催。平成 14 年度事

業報告、決算および監査報告、平成 15 年度事業計

画、予算案、新理事の選任について承認を得た。 

ⅱ) 平成 15 年度第１回評議員会 

通常総会に先立ち 12:30～13:30 の間、評議委員会

を開催した。 

iii) 総会特別講演会 

総会閉会後、次の 2 件の特別講演を開催した。 

・「水素で熱を電気にする」 

東京理科大学教授斉藤泰和氏 

・「バイオマスのガス化による水素製造」 

㈱荏原製作所常務取締役大下孝裕氏 

iv) 第 110 回定例研究会 

平成 15 年 7 月 17 日（木）産業技術総合研究所関西

センターにて定例研究会及び見学会を開催。講演は、 

・「生活環境系特別研究体紹介」系長 小林哲彦氏 

・「生活環境系特別研究体における燃料電池研究」小

型燃料電池研究グループ長 宮崎義憲氏 

・「錯体系水素貯蔵材料の研究開発状況」 

  新エネルギー媒体研究グループ長 栗山信宏氏 

関西での開催にもかかわらず、参加者 45 名と盛会

であった。 

 

(2) 行事予定 

下記の行事を計画しております。ご参加下さい。 

ⅰ) 団体会員特別見学会 

平成 15 年 9 月 19 日（金）13:30～17:00、鶴見曹達

株式会社および大黒町JHFCパーク水素ステーショ

ン見学予定。 

ii)  特別講演会「HESS 水素安全技術フォーラム」 

11 月 7 日（金）10:00～16:50 江戸川区タワーホー

ル船橋にて開催（132 頁参照）。 

ⅲ) 第 23 回水素エネルギー協会大会 

平成 15 年 12 月 5～6 日、東京農工大学小金井キャ

ンパスにて開催。 

発表申込締め切り：10 月 14 日（火） 

原稿提出締め切り：11 月 10 日（月） 

参加申し込み  ：11 月 20 日（木） 

（131 頁参照） 

ⅳ) 第 15 回世界水素エネルギー会議 

平成 16 年 6 月 27 日～7 月 2 日、パシフィコ横浜国

際会議場にて水素エネルギー協会が主催で開催。 

論文申込締め切り：平成 15 年 9 月 30 日 

論文提出締め切り：平成 16 年 2 月 29 日 

早収割引締め切り：平成 16 年 3 月 31 日 

（111 頁参照） 

ⅴ) 日本地熱学会平成 15年仙台大会（協賛） 

平成 15 年 11 月 21 日～11 月 23 日、仙台国際セン

ター（宮城県仙台市）にて開催 

 

(3) 国際会議のお知らせ 

1) 6th International Conference on New Energy 

Systems and Conversions 

Date: November 9-13, 2003（SARS の世界蔓延に

より、会期、論文申込みなど受付が延期されました。

ウェッブサイトをご覧ください。） 

Place: Busan, Korea 

Web: www.nesc2003.com 

2) APBioChEC 

Date: November 30-December 3, 2003 （SARS の

世界蔓延により、会期、論文申込みなど受付が延期

されました。ウェッブサイトをご覧ください。） 

Place: Brisbane, Australia 

Web: www.ccm.com.au/apbiochec/ 

3) European Hydrogen Energy Conference  

Date: September 2-5, 2003 

Place: Grenoble, France  

Web: www.afh2.org 

4) HYPOTHESIS V 

Date: September 7-10, 2003 

Place: Porto Conte, Italy 

Web: www.hypothesis.ws 
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5) The 15th World Hydrogen Energy Conference 

Date: June 27-July 2, 2004 

Place: 横浜, 日本 

Web: www.whec15.jp            （111 頁参照） 

   

(4) 入退会 (14年12月16日～15年７月31日) 

1) 新入会員（入会順） 

  団体会員 : 

      東横化学株式会社 (佐川治久) 

上野トランスティック株式会社（上野善） 

      東邦ガス株式会社（片岡明博） 

川崎重工業株式会社 (酒井則行) 

   トーヨーカネツ株式会社 (武田正之)       

  個人会員 : 

久保啓治 (株式会社大林組) 

上山伸英 (株式会社昭和エンジニアリング) 

堀  雅夫 (原子力システム研究懇話会) 

安藤祐司 (独立行政法人産業技術総合研究所) 

原  雄二  

田近 豊 (株式会社テクメイション) 

小林武史 (東京大学大学院) 

高石勇夫 (ピーエス商事株式会社) 

鈴木凛太郎 (物産環境株式会社) 

市川 勝 (北海道大学) 

西宮伸幸 (豊橋技術科学大学) 

  学生会員 : 

源馬龍太(東海大学) 

2) 退会会員 

団体会員 :  なし  

個人会員 :  

 寺沢正太良 

     三好哲夫 

    有田貞一 

    浅野 肇 

    太田欽幸 

3) 現在会員数 

   団体会員 :   39 社 

個人会員 :  124 名 

学生会員 :    2 名 

(5) 会員増強に対するお願い 

国内外では以前にもまして水素エネルギーに対し

て熱い目が向けられてきております。そこで、この

機会をとらえますますの会員の増強をはかり、更に

活動の充実を図りたいと考えております。会員の関

係者で、水素エネルギ一に興味のある方または応援

して頂けそうな方々にお声を掛け入会のお誘いをし

て頂けたら有り難いと思っております。本会の活動

及び入会の案内は、本紙の後半に記載されておりま

すので、宜しくお願い致します。 

 

(6) 水素エネルギーニュース発行について 

年 2 回の会誌の発行のみでは、なかなか水素に関

する情報をタイムリに会員の皆様にお届けできない

という反省に基づいて、水素エネルギー協会編集委

員会では、「水素エネルギーニュース」を不定期の発

行ですが皆様にお届けしております。ご期待頂きた

いと思います。また、会員諸氏からの忌憚の無いア

ドバイスを心よりお待ちしております。併せ、情報

の提供をして頂けたら幸いです。連絡先は、下記「広

告掲載のお願い」の欄に記した所です。 

 

(7) 『資料』の掲載について 

メー力が自社の製品(ただし、水素エネルギーに関

するもの)を有料(1 万円／頁:最大 3 頁)で紹介出来る

ページを設けました。是非とも皆様および関係者の

参加をお願い致します。 

 

(8) 広告掲載のお願い 

会誌及びシステム研究会前刷集に掲載する広告を

募集しております。1 頁当り 3.5 万円です。ご希望

の方は、下記編集委員会事務局までご連絡下さい。 

 

 連絡先: 

横浜国立大学 教育人間科学部内 

水素エネルギー協会 編集委員会事務局 

担当：谷 生
たにしょう

 重晴、吉岡 芳子、米富 美登代 

TEL:045-339-3996   FAX:045-339-3996 

  E-mail: secretary@hess.jp 

  Web: www.hess.jp                     以上 

http://www.whec15.jp/
http://www.hess.jp/

