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会告
「日本知能情報ファジィ学会第 28 回総会」
のご案内
標記総会を下記のように開催いたします．会員の皆様にはご多忙中とは存じますが，
ご出席をお願い致します．
日本知能情報ファジィ学会会長

萩原 将文

記
日

時：2017 年 6 月 3 日（土）13：00 〜 14：00

場

所：関西大学 梅田キャンパス

交

通：阪急「梅田駅」茶屋町側から徒歩 5 分，JR「大阪駅」
から徒歩 10 分

7 階 701 室

大阪市北区鶴野町 1 番 5 号
http://www.kansai-u.ac.jp/umeda/access/index.html
議

題：1. 平成 28 年度事業報告
2. 平成 28 年度事業報告に対する監査報告
3. 平成 28 年度決算報告
4. 平成 28 年度決算報告に対する監査報告
5. 平成 29 年度事業計画案
6. 平成 29 年度予算案
7. その他

総会資料：5 月 29 日（月）より下記の SOFT ホームページからご覧いただけます．
http：//www.j-soft.org/
資料に関するご質問は，事業担当の堀口理事（horiguchi@me.kyoto-u.ac.jp）へ，6 月 2 日
（金）までに電子メールで
お願い致します．ご質問に対する個々の返答は致しかねますが，総会において回答申し上げます．
以上
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論文賞および著述賞の推薦のお願い
日本知能情報ファジィ学会では，本学会誌に掲載された論文の中から特に優れたものに対して論文賞，本学会
誌を含む各種雑誌の解説記事および一般書籍の中から特に優れたものに対して著述賞の表彰を行っています．学
会賞選考委員会では，論文賞および著述賞に対して会員各位からの推薦を以下の要領で広く募集しています
（自薦
も可）．短い推薦期間で恐縮ですが，多数のご推薦をお待ちしております．
なお，学会賞規程の詳細につきましては，http://www.j-soft.org/societyinfo/awardkitei/ をご参照ください．
論 文 賞：本学会誌の 2016 年 2 月号から 2016 年 12 月号に掲載された論文
著 述 賞：2015 年および 2016 年に出版された解説記事および書籍
推薦締切：2017 年 6 月 30 日（必着）
送 付 先：学会賞選考担当宛に電子メール，ファックスまたは郵送
電子メール：ban@vos.nagaokaut.ac.jp
ファックス：0258-47-9803
郵送：〒 940-2188

新潟県長岡市上富岡町 1603-1

長岡技術科学大学大学院工学研究科
日本知能情報ファジィ学会 学会賞選考担当

伴

浩美

第 33 回ファジィシステムシンポジウム
（FSS2017）
開催案内
今年のファジィシステムシンポジウムを下記の内容で開催いたします．ファジィ理論をはじめ，知能情報シス
テムに関する講演やイベントを予定しております．会員の皆様からの企画提案も歓迎いたします．多数の皆様の
ご参加をお待ちしております．
なお，詳細につきましては本シンポジウムのウェブページ
（http://fss2017.j-soft.org/）
に順次掲載する予定です．
■テーマ：なせば成る

なさねば成らぬ

何事も

成らぬは人の

■会

期：2017 年 9 月 13 日（水），14 日（木），15 日（金）

■会

場：山形大学米沢キャンパス
〒 992-8510

なさぬなりけり

山形県米沢市城南 4 丁目 3-16

■主

催：日本知能情報ファジィ学会（SOFT）

■共

催：国際ファジィシステム学会（IFSA）

■懇親会：9 月 14 日（木）夕刻より懇親会を開催します
■スケジュール：
2017 年 3 月 24 日（金）
：企画セッション提案申込締切
2017 年 5 月 12 日（金）
：講演申込締切
2017 年 7 月 7 日（金）
：講演原稿送付締切
2017 年 7 月 31 日（月）
：事前参加申込締切
■運営組織
実行委員長：野本

弘平（山形大学）

プログラム委員長：大西
財務委員長：藤本

勝成（福島大学）

会場担当実行委員：秋山
実行委員：秋口

孝夫（山形大学）

俊輔（富山高等専門学校），伊藤

楠木

祥文（大阪大学），片上

関

宏理（大阪大学），高萩

林

勲（関西大学），伴

堀口

2017/4

圭（九州工業大学）

秀昭
（佐賀大学），猪平

大輔（東京工芸大学），小林
栄一郎（専修大学），中島

智晴
（大阪府立大学），

浩美（長岡技術科学大学），星野

由貴男（京都大学），橋山

栄一
（九州工業大学），

一行
（法政大学），
孝総
（高知工科大学），

智訓（電気通信大学）
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正会員・学生会員各位
日本知能情報ファジィ学会選挙管理委員長

工藤

康生

日本知能情報ファジィ学会第 15 期理事等役員
（内定者）
の告示
日本知能情報ファジィ学会第 15 期理事会の選出につきまして，理事候補の推薦が期日までにございませんでし
た．そこで，日本知能情報ファジィ学会理事等選出規程の第 5 条第 2 項に基づき，理事等推薦委員会が理事候補を
選出いたしました．ここにご報告申し上げます．なお，正式には日本知能情報ファジィ学会総会での承認をもっ
て最終決定となります．

日本知能情報ファジィ学会第 15 期理事等内定者
（敬称略）
会

72

長

林

勲 （関西大学）

副 会 長

乾口

雅弘 （大阪大学）

副 会 長

藤吉

理

事（総務）

広兼

道幸 （関西大学）

理

事（会誌）

櫻井

茂明 （株式会社東芝）

理

事（事業・研究推進）

本多

克宏 （大阪府立大学）

理

事（財務・会計）

堀尾

恵一 （九州工業大学）

理

事（規程・選奨）

井田

正明 （大学改革支援・学位授与機構）

理

事（大会デザイン）

橋山

智訓 （電気通信大学）

理

事（出版・他学会連携）

工藤

卓 （関西学院大学）

理

事（広報）

能島

裕介 （大阪府立大学）

理

事（特任・電子化データベース）

中島

智晴 （大阪府立大学）

理

事（特任・資料アーカイブス）

前田陽一郎 （立命館大学）

監

事（財務・会計）

金久保正明 （静岡理工科大学）

監

事（事業）

堀口由貴男 （京都大学）

誠 （日立造船株式会社）
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日本知能情報ファジィ学会行事カレンダー（Vol.29－No.2：2017 年 4 月）
「照会先」の欄に広報用の URL が掲載されている行事につきましては，それらのホームページにより詳細情報を
ご確認ください．
●：日本知能情報ファジィ学会，支部，研究会の主催行事
行

事

名

照

会

先

日本機械学会
ロボティクス・メカトロニクス講演会2017

開

催

日

2017年5月10日–13日

開

催

地

ビッグパレット福島
（福島県郡山市）

申込〆切

2017年1月23日

http://jsme.or.jp/rmd/robomech2017/
日本計算工学会
第22回計算工学講演会

2017年5月31日–6月2日

ソニックシティー
（埼玉県さいたま市）

2017年1月18日

http://www.jsces.org/koenkai/22/
可視化情報学会
第45回可視化情報シンポジウム

2017年7月18日–19日

工学院大学新宿キャンパス
（東京都新宿区）

2017年3月24日

http://www.visualization.jp/symp2017/
日本機械学会
Dynamics and Design Conference 2017
第15回
「運動と振動の制御」シンポジウム
総合テーマ：
「今，次代を支えるダイナミクスを考える」

2017年8月29日–9月1日

愛知大学豊橋キャンパス
（愛知県豊橋市）

2017年3月3日

https://www.jsme.or.jp/conference/dmcconf17/
電気学会 電子・情報・システム部門
平成29年電気学会 電子・情報・システム部門大会

2017年9月6日–9日

サンポートホール高松
（香川県高松市）

2017年5月15日

2017年9月11日–14日

東洋大学白山キャンパス
（東京都文京区）

2017年7月5日

2017年9月13日–15日

山形大学米沢キャンパス
（山形県米沢市）

2017年5月12日

http://www.iee.jp/eiss/conf2017
日本ロボット学会
第35回日本ロボット学会学術講演会
http://rsj2017.rsj-web.org/
●日本知能情報ファジィ学会
第33回ファジィシステムシンポジウム
http://fss2017.j-soft.org/

2017/4
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日本知能情報ファジィ学会行事カレンダー（Vol.29－No.2：2017 年 4 月）
行

事

名

照

会

先

開

催

日

開

催

地

申込〆切

BigMM2017
2017 IEEE Third International Conference on Multimedia

2017年4月19日–21日

Laguna Hills, California, USA

2016年12月5日

2017年6月5日–8日

Donostia, San Sebastian, Spain

2017年1月16日

2017年6月25日–30日

Aachen, Germany

2017年1月16日

2017年7月9日–12日

Naples, Italy

2017年1月25日

2017年8月8日–10日

東海大学高輪キャンパス

Big Data (BigMM)
http://bigmm.eecs.uci.edu/
CEC2017
2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)
http://www.cec2017.org/
ISIT2017
2017 IEEE International Symposium on Information
Theory (ISIT)
http://isit2017.org/
FUZZ-IEEE2017
2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
(FUZZ-IEEE)
http://www.fuzzieee2017.org/
IFCS-2017
第15回国際分類学会連合大会（IFCS）

（チュートリアル：8月7日） （東京都港区）

2017年4月18日

http://ifcs.boku.ac.at/_conference/index.php/ifcs2017/ifcs2017
IFSA-SCIS2017
Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems
Association and 9th International Conference on Soft
Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS)

2017年6月27日–30日

ピアザ淡海
（滋賀県大津市）

2017年1月29日

http://ifsa-scis2017.j-soft.org/
FedCSIS2017
2017 Federated Conference on Computer Science and

2017年9月3日–6日

Prague, Czech Republic

2017年5月10日

2017年9月7日–8日

London, United Kingdom

2016年12月1日

Information Systems (FedCSIS)
http://www.fedcsis.org
IntelliSys2017
2017 Intelligent Systems Conference (IntelliSys)
http://saiconference.com/IntelliSys2017
MDAI2017
14th International Conference on
Modeling Decisions for Artiﬁcial Intelligence (MDAI)

2017年10月18日–20日

北九州国際会議場
（福岡県北九州市）

2017年3月24日

http://www.mdai.cat/mdai2017/
DSAA2017
2017 IEEE International Conference on Data Science and
Advanced Analytics (DSAA)

2017年10月19日–21日

品川プリンスホテル
（東京都港区）

2017年5月25日

http://www.dslab.it.aoyama.ac.jp/dsaa2017/
ITW2017
2017 IEEE Information Theory Workshop (ITW)

2017年11月6日–10日

Kaohsiung, Taiwan

2017年5月7日

http://www.itw2017.org/
SSCI2017
2017 IEEE Symposium Series on Computational
Intelligence (SSCI)

2017年11月27日–12月1日 Honolulu, USA

2017年7月2日

http://www.ele.uri.edu/ieee-ssci2017/
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行

事

名

照

会

先

CDC2017
2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and

開

催

日

開

催

地

申込〆切

2017年12月12日–15日

Melbourne, Australia

2017年3月20日

2018年6月17日–22日

Vail Cascade, CO, USA

2018年1月7日

Rio de Janeiro, Brazil

2018年1月15日

Control (CDC)
http://cdc2017.ieeecss.org/
ISIT2018
2018 IEEE International Symposium on Information
Theory (ISIT)

WCCI2018
2018 IEEE World Congress on Computational Intelligence 2018年7月8日–13日
(WCCI)
http://www.ecomp.poli.br/~wcci2018/

2017/4
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