1. H24 事業計画

学会 HP と SNS の連動，会員 DB・SNS・FSS との
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連動，SNS の利用促進，活用法の検討，SNS シス

本部

【事務局】

テム追加機能の提案．

〒820-0067

・大会事業 TF

福岡県飯塚市川津 680-41

FSS 開催の支援(準備業務の標準化，出版・プログラ

財団法人ファジィシステム研究所内

ムサポート，事務局委託業務の見直し)，SCIS 開催

TEL：0948-24-3355 FAX：0948-24-3356

の支援(プログラム委員会と組織委員会の組織，演題

E-mail：soft@flsi.cird.or.jp

登録システムの検討，出版サポート，事務局委託業

【本部役員(第 12 期)】

務の見直し)，事業の収支バランスのチェック(収益の

会長 高木友博(明治大学)総務

コントロール)

副会長 千田光昭(博報堂)法人，広告，広報，プロモ

【理事会の開催予定】

ーション統括，荒井良徳(東京工芸大学)ANGLE，選

第 185 回理事会 平成 24 年 4 月 28 日

挙，評議会，学会賞選考，出版，外国誌購読予約

第 186 回理事会 平成 24 年 5 月 26 日

理事 延原肇(筑波大学)庶務，渡邊俊彦(大阪電気通信

総会 平成 24 年 5 月 26 日

大学)事業，研究グループ，櫻井茂明(東芝ソリューシ

以降 5 回程度開催予定

ョン/東京工業大学)会誌，佐々木守寿(愛知教育大学)

【評議員(第 12 期)】

会計，会員，市野順子(電気通信大学)電子化システム

石川昭(青山学院大学名誉教授)，石渕久生(大阪府立

運用，電子的広報，三好哲也(豊橋創造大学)大会事業，

大学)，井田正明(大学評価・学位授与機構)，菊池浩

市村匠(県立広島大学)電子化プロモーション，高間康

明(東海大学)，北川雅基(サンテクノ)，田中一男(電気

史(首都大学東京)電子化会誌

通信大学)，徳丸正孝(関西大学)，中津山幹男(山形大

監事 鬼沢武久(筑波大学)事業，谷口唯成(東海大学)

学名誉教授・FC 研究所)，野本弘平(山形大学)，萩原

会計

将文(慶應義塾大学)，橋山智訓(電気通信大学)，林勲

【事業内容】

(関西大学)，藤本泰成(首都大学東京)，古橋武(名古屋

(1) 平成 24 年 9 月 12 日から 14 日まで愛知県名古屋

大学)，三河正彦(筑波大学)，吉川大弘(名古屋大学)，

市 名古屋工業大学にて第 28 回ファジィシステムシ

王碩玉(高知工科大学)，前田陽一郎(福井大学)，松本

ンポジウム(FSS2012) を開催（日本神経回路学会大

徹三(ソフトバンクモバイル)，森照雄(サンテクノ)，

会と同時開催）

山ノ井高洋(北海学園大学)，河口万由香(北海道大学)，

(2) 平成 24 年 11 月 20 日から 11 月 24 日まで兵庫県

金久保正明(静岡理工科大学)，乾口雅弘(大阪大学)，

神戸市 神戸コンベンションセンターにて Joint 6th

馬野元秀(大阪府立大学)，市橋秀友(大阪府立大学)，

International Conference on Soft Computing and

神酒勤(九州工業大学)，秋山孝夫(山形大学)，山下利

Intelligent
Symposium

Systems
on

and

13th

International

之(首都大学東京)，中森義輝(北陸先端科学技術大学

Advanced

Intelligent

院大学)，中島智晴(大阪府立大学)，西崎一郎(広島大

Systems(SCIS&ISIS 2012)を開催

学)，堀尾恵一(九州工業大学)，小林一行(法政大学)，

(3) 学会活動における電子化活用推進

高萩栄一郎(専修大学)，井田憲一(前橋工科大学)，堤

(4) 各事業運営形態とシステムの検討

和敏(芝浦工業大学)，本田あおい(九州工業大学)，椹

(5) 主催会議開催支援体制の強化

木哲夫(京都大学)，中田典規(城西国際大学)，久保田

(6) 財務処理に関する検討・推進

直行(首都大学東京)，星野孝総(高知工科大学)

・プロモーション TF

【評議会】

リニューアル周知，ブランディング広報，SNS の周

第 24 回評議会(第 12 期)平成 24 年 5 月 26 日

知・活性化，イベント活性化，会員メリット明確化，

明治大学 駿河台キャンパス

フォーラム立ち上げ，国際交流強化．
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・電子メデイア推進 TF

委員長

事業委員会
渡邊俊彦(大阪電気通信大学)

委員

乾口雅弘(大阪大学)，井上博行(福井大学)，馬

野孝総(高知工科大学)，マッキンケネスジェームス

野元秀(大阪府立大学)，北川悦司(阪南大学)，小橋昌

(東京情報大学)，三河正彦(筑波大学)，神酒勤(九州工

司(兵庫県立大学)，関宏理(関西学院大学)，徳丸正孝

業大学)，宮本定明(筑波大学大学院)，室伏俊明(東京

(関西大学)，林勲(関西大学)，本多克宏(大阪府立大学)，

工業大学)，山口大輔(桐蔭横浜大学)，山崎洋一(関東

前田陽一郎(福井大学)，松下光範(関西大学)，三好力

学院大学)，山下利之(首都大学東京)，横川壽彦(帝京

(龍谷大学)，村田忠彦(関西大学)

平成大学)，吉田真一(高知工科大学)，吉田香(九州工

【事業委員会】開催予定回数 2 回(および電子メール

業大学)

会議)

【編集委員会】

◇第 24-1 回

平成 24 年 6 月

大阪

第 217 回 ：平成 24 年 5 月 12 日

◇第 24-2 回

平成 25 年 3 月

大阪

場所： 東京工業大学 田町 CIC

【拡大事業委員会】開催予定回数 1 回

以降，2 ヶ月に 1 回開催予定

◇第 24-1 回

【事業内容】

平成 24 年 9 月

ファジィシステム シ

ンポジウム会場・名古屋工業大学

(1)学会誌の編集・発行

【FSS・事業委員会役員合同打ち合わせ】開催予定

○ Vol.24, No.2(2012 年 4 月号)～Vol.25,

回数 1 回

No.1(2013 年 2 月号)を編集・発行予定

◇第 24-1 回 平成 24 年 9 月

ファジィシステム シ

(2)会誌の学会 SNS での部分的公開

ンポジウム会場・名古屋工業大学

(3)論文公開サイトの新システムへの移行

【事業内容】
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(1)SCIS の企画推進

委員長

(2)ファジィ学問塾の企画と開催(北信越地区予定)

委員

(3)事業関連規定等の整備

学)，井田正明(大学評価・学位授与機構)，井上博行(福

(4)研究グループの申請対応

井大学)

(5)研究グループの講習会等事業補助

【事業内容】

(6)大会登録システムの検討

功績賞，論文賞，著述賞，奨励賞，貢献賞，IEEE CIS

(7)公開ツールソフト用サイトの運営

Japan Chapter Young Researcher Award の審議

(8)FSS 開催支援と次回 FSS の計画
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(9)学生部会活性化の企画推進

委員長

(10)各学協会とのシンポジウム共催・協賛等の推進

委員
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【電子メディア・広報委員会】

学会誌編集委員会

委員長

櫻井茂明(東芝ソリューション)

副委員長
論文委員長
委員

金久保正明(静岡理工科大学)
岩下志乃(東京工科大学)

荒井良徳(東京工芸大学)，井田正明(大学評

学会賞選考委員会
荒井良徳(東京工芸大学)
岩下志乃(東京工科大学)，市村匠(県立広島大

電子メディア広報委員会
市野順子(電気通信大学)
高野敏明(三重大学)

メールによる打合せ：ウェブページ更新，ML 設定
変更の度に随時開催
【事業内容】
(1) 学会ホームページの管理・運営

価・学位授与機構)，稲井田次郎(日本大学)，井上博

(2) 学会メーリングリストの管理・運営

行(福井大学)，彌冨仁(法政大学)，岡本一志(千葉大学)，

(3) 各種委員会との連携

大竹博(九州工業大学)，大塚和彦(筑波技術大学)，鬼

(3)-1 学会誌情報の更新(編集委員会)

沢武久(筑波大学)，片上大輔(東京工芸大学)，片桐英

(3)-2 支部・研究部会情報の更新

樹(広島大学)，川本一彦(千葉大学)，佐藤美佳(筑波大

(3)-3 事業報告・計画 WEB 入力システムの管理(事

学)，菅野直敏(玉川大学)，鈴木秀和(東京工芸大学)，

業委員会)

関矢浩史(楽天)，高間康史(首都大学東京)，董芳艶(東

(3)-4 ツールソフトの公開(事業委員会)

京工業大学)，中嶋宏(オムロン)，萩原将文(慶応義塾

(3)-5 ファジィ学問塾情報(事業委員会)

大学)，畠山豊(高知大学)，伴浩美(福井工業大学)，星

(4) 他学協会への広報活動

(4)-1 本学主催イベント情報掲示の依頼
(5) 学会 SNS システムの改良に向けた計画立案・推
進
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研究グループ

北海道支部, 東北支部, 関東支部, 北信越支部, 東海
支部, 関西支部, 中国・四国支部, 九州支部,知的制御
研究部会, ファジィ・コンピューティング研究部会,
ファジィ OR 研究部会, ソフトサイエンス研究部会,
土木・建築ソフトコンピューティング応用研究部会,
評価問題研究部会, ECOmp 研究部会, ヒューマンイ
ンターフェース研究部会, ラフ集合研究部会, ブレ
イン・コンピューティング研究部会, 学生部会
(ANGLE), 人間共生システム研究部会, ソフトロボ
ティクス研究会，他多数
【事業内容】
講演会，シンポジウム，ワークショップの開催，研
究会の開催，FSS での企画セッションの立案，国際
会議の主催，国際会議での企画セッションの立案，
FSS の開催，企業セミナーの開催，会誌での論文特
集の企画，学術雑誌での論文特集の企画，講習会の
開催，他学会支部への協賛や共催，ファジィ学問塾
への協力，他学会学生部会との連携．
※詳細は学会 SNS を参照下さい．

