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事務局からのお知らせ 

 

1．平成 17年度通常総会報告 

 

平成 17 年 5 月 10 日（水）14：00 よりタワーホ

ール船堀にて開催された。 

事務局より会則 24 条により総会が成立している

旨の報告を受け、太田健一郎会長を議長に選出して

下記議案について審議した。 

・議案第 1 号 平成 17 年度事業報告 

・議案第 2 号 平成 17 年度決算および監査報告 

・議案第 3 号 平成 18 年度事業計画 

・議案第 4 号 平成 18 年度予算案 

・議案第 5 号 平成 18、19 年度理事、監事、評

議委員の選挙結果報告 

議案第 1 号および２号について谷生事務局長より

報告、鈴木監査より監査報告があり、承認された。

議案３号、4 号については、事務局長より提案説明

がされ、承認された。議案第 5 号については、神谷

選挙管理委員長より報告、承認された。 

 

2．行事報告 

 

(1) FC EXPO2006「第 2 回国際水素・燃料電池展」 

リードエグジビションジャパン（株）と共催。

平成 18 年 1 月 25 日（水）～27 日（金）。東京

ビックサイト東展示場にて開催。 

HESS 専用ブースを設置した。 

出展 約 400 社。来場者数 23,000 名以上 

(2) 第 117回定例研究会 

平成 18 年 2 月 23 日（木）13：20～16：20。

タワーホール船堀。「ホンダの燃料電池につい

て」と題して、株式会社本田技術研究所 主任

研究員 井ノ上雅次郎氏が講演、『｢アルゼンチ

ン-パタゴニアの風力/水素、ブラジル-バイオ

マス/水素調査団報告｣NEDO 委託「南米の再

生可能エネルギーを利用した水素の生産に関

する調査報告」』と題して調査団による調査報

告。HESS 会長 横浜国立大学大学院教授 太

田健一郎氏、HESS 事務局長 横浜国立大学教 

育人間科学部教授 谷生重晴氏、有限会社グレ

ートスピリッツ代表取締役社長 横山稔氏、三 

 

菱重工業株式会社原動機事業本部 主幹技師 

勝呂幸男氏、川崎重工業株式会社技術研究所

化学プロセスグループ長 神谷祥二氏による

講演。講演予稿は、本誌に資料として掲載し

ている。 

参加者数 102 名（会員 80 名、非会員 22 名） 

（2）総会特別講演会（第 118 回定例研究会） 

平成 18 年 5 月 10 日（水）タワーホール船堀。

総会に引き続き開催。「NHA 大会と最近の世

界水素事情」と題して、水素エネルギー協会 

理事 岡野一清氏、｢水素エネルギー導入シナ

リオ－日本および海外の動向｣と題して、財団

法人エネルギー総合工学研究所 主任研究員  

岩渕宏之氏が講演した。講演予稿は、本誌に

資料として掲載している。 

参加者数 126 名（会員 103 名、非会員 23 名） 

 (3)  平成 18、19 年度理事、監事、評議委員の選挙 

本会会則13条1項､17条2項により､平成18、

19 年度役員ならびに評議員選挙を行った。 

平成 18 年 3 月 30 日 16：00 より、事務局長

の立会いのもと、神谷信行選挙管理委員長が

開票を行った。結果、候補者全員が、絶対多

数の得票を得ていた。 

 

3．行事予定 

 

下記行事を予定しています。是非ご参加ください。 

詳細は当会ホームページをご参照ください。 

当会ホームページ http : / /www.hess . jp  

 

■WHEC16 報告会： 

７月 20 日（木）13：00 より。タワーホール船堀。 

■団体会員特別見学会：9 月予定 

■第 119 回定例研究会：10 月 20 日（金）九州大学 

■第 26 回水素エネルギー協会大会： 

12 月 14（木）、15 日（金）。タワーホール船堀。

実行委員長 福田健三（（財）エネルギー総合工学

研究所） 

■第 9 回アジア水素エネルギー会議： 

平成 19 年 2 月 5、6 日。東京ファッションタウン 

          

http://www.hess.jp/
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■FC EXPO2007「第 3 回国際水素燃料電池展」： 

平成 19 年 2 月 7～9 日東京ビッグサイト。共催。   

■第 120 回定例研究会：平成 19 年 3 月 8 日（木） 

◆協賛・後援等行事 

・第 12 回イブニングセミナー（協賛） 

 平成 18 年 8 月 4 日。東京理科大学 森戸記念館。 

・再生可能エネルギー2006 国際会議（協賛）。 

平成 18 年 10 月 10 日～13 日。幕張メッセ。 

◆国際会議情報など 

本協会ホームページをご覧ください。 

水素基金など有用な情報が適宜載っています。 

 

4. 入退会（平成 18年 1月 1 日～6月 15日） 

 

(1) 新入会会員 

・団体会員：（担当者） 

株式会社ジーエス・ユアサ インダストリー 

（岩波良治） 

田中貴金属販売株式会社（古川 久） 

株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

（LAUDE THOMAS） 

・個人会員：（所属機関名） 

深井利春（創生ワールド株式会社） 

野田弘則（日永システム設計株式会社） 

宮入嘉夫（九州共立大学） 

樋浦忠志（エネサーブ群馬） 

草川紀久（高分子環境情報研究所） 

庄司一夫（東洋エンジニアリング株式会社） 

陳  友晴（京都大学大学院） 

金山孝範（昭和電工株式会社） 

宮崎隆雄（デーナージャパン株式会社） 

佐々木一成（九州大学） 

井上雅弘（九州大学大学院） 

栗山信宏（(独)産業技術総合研究所） 

藤田義嗣（日本ソフト開発株式会社） 

住野和男（工学院大学専門学校） 

金谷年展（株式会社プラクシス） 

渡部耕司（ハブポート K&W 研究会） 

田岡直規（(財)大阪科学技術センター） 

能島雅史（株式会社日立製作所） 

中村健一（三菱ガス化学株式会社） 

・学生会員 ： なし 

（2）退会会員 

・団体会員： 

日本工営株式会社、田中貴金属販売株式会社、

株式会社白川製作所 

・個人会員： 

榎本正敏、中村哲則、藤井石根、原雄二、三崎

仁郎、伊達陸宏、渡辺香織、庄子房次、林誠、

宮田知幸、小川靖雄、安藤智文 

・学生会員： 

住吉 洋一郎、源馬 龍太 

（3）除名 

・個人会員： 

加藤 裕一、高橋 正勝 

（4）現在会員数 

・団体会員： 58 社 

・個人会員：174 名（休会 1 名含む） 

・学生会員： 6 名 

 

6．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、水素エネルギー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。 

 

7．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。 
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8．資料の掲載について 

 

メーカーが自社の製品(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。 

 

9．広告掲載のお願い 

 

会誌及び水素エネルギー協会大会予稿集に掲載す

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、米富 美登代 

TEL：045-339-3996   

FAX：045-339-3996 

E-mail： secretary@hess. jp  

 Web ： http://www.hess . jp                       

 

 

 

http://www.hess.jp/

