
1997年 度事業報告

■講演会の開催
日時:     1997年 4月 30日 (水 )、 13:30～ 15:15

場所:     北海道大学百年記念会館会議室

出席者:    44名
テーマ:    雪の下で冬を越す生き物

① 昆虫,特にショウジヨウパエの場合

木村正人 (北大 地球環境科学研究科 生態環境科学専攻)

② 雪解け時期と高山植物の生態
工藤 岳 (北大 地球環境科学研究科 生態環境科学専攻)

■総会の開催
日時:     1997年 4月 30日 (水 )、 15:30～ 16:00

場所:     北海道大学百年記念会館会畿室

議題:     11996年 度事業報告・収支決算
21997年度支部役員選出
31997年度事業計画・収支予算案
4その他

■役員会議 (第 1回理事・幹事会)の開催
日時:     1996年 4月 30日 (水 )、 16:00～ 17:00

場所 :     北海道大学百年記念会館会議室

議題:     1997年 度支部活動について

その他

■研究発表会の開催
日時:     1996年 6月 24日 (火 )、 13:00～18:05

場所:     北海道大学百年記念会館会議室

出席者:    79名
プログラム: 座長 成瀬廉二(北大低温研)、 高精修平(北見工業大学)、 藤井雅晴 (札幌総合情報

センター輔)

1 高性能可視近赤外放射計 (ADEOS・ AVNIR)に よる海氷の観測

自崎和行・榎本浩之 (北見工業大学)

2 航空機搭載マイクロ波放射計による新しい海氷情報の取得に向けての研究

舘山一孝・板本浩之・高橋修平・百武欣二(北見工業大学)。 西尾文彦〈北海道教育大学釧

路校)

3 アムール川の流量変動がオホーツク海の海氷域に与える影響について

小木雅世・西尾文彦(北海道教育大学釧路校)・ 立花義裕〈東海大学)

4 樺戸山塊の乾雪全層雪崩 (1997年 3月 5日 )

佐野愛子・品川 餞(北大体育会ワンダーフォーグル部)・ 人久保晶弘・成瀬廉二

(北大低温研)

5 陸別町周辺における盆地冷却観測

加藤 晋・高橋修平・百武欣二(北見工業大学)・ 石橋 勉(陸別町しばれ研)

6 砂を含む氷の一軸圧縮破壊強度の研究

本池真生男・庄子 仁 (北見工業大学)

7 豪雪時における新聞報道について

高橋陽子・苫米地司(北海道工業大学)
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8 液体窒素を使つた人工雪の観察法

村上俊―・大久保政俊・永田敏夫 (北海道立理科軟青センター)

9 ペットポ トルで雪の結晶をつくる一寒冷環境の教材化の一環として一

平松和彦 (lUII西高等学校 )

10 水や氷を素材とする教育実験―アイスレンズをつくるΠ―

矢作 裕 (北海道教育大学鋼路校)

H 札幌コミュニティドームにおける屋根雪の滑雪特性について

苫米地司・細川和彦・山口英治・伊東敏幸 (北海道工業大学)

12 建築物外装材への若雪性状について

伊東敏幸・苫米地司〈北海道工業大学)

13 札幌―旭川間における列車着雪の観測

尾関俊浩・北川弘光 (北大工学研究科)。 香り|1英司 (」R東 日本)・ 秋庭賢二(JR北海道)

14 防雪l■端部での吹雪による視程の急変とその対策―数値シミュレーションによる検討―

福澤義文・加治屋安彦・金子 学 (開発土木研究所)・ 川上俊―・金田安弘 (日 本気象協会

北海道本部)

15 樹幹の成長からみた道路防雪林の除伐の適期、除伐方法および今後の植栽方法について

斎藤新一部 (専修大学北海道短期大学)・ 井上惇夫 (日 本道路公団北海道支社)・ 竹内摂雄

(札幌道路エンジニア)

16 ロー ドヒーティング用表層材料の水平方向温度分布の特性比較

岩本欣也 (北大・工)・ 佐山惣吾・酒井好夫 (寒地技術研究所)・ 岩淵英樹 (榊菱住)・ 山口宗

宏 (北海道工業技術研究所)

17 ロー ドヒーティング表面の熱収支に関する実験と解析

岩本欣也 (北大・工)・ 佐山惣吾 (寒地技術研究所)・ 山口宗宏 (北海道工業技術研究所)

18 凍結路面の発生メカニズムに関する熱収支的考察

石川信敬・成田英器・須藤正季 (北大低温研)・ 加治屋安彦〈開発土木研究所)

19 新路面分類に基づく94/95、 95/96冬期の全道路面状況

金子 学・加治屋安彦・福澤義文 (開発土木研究所)・ 小林利章 (日 本気象協会北海道本部)

■機関誌「北海道の■氷J16号の発行

発行日:   1997年9月 18日

発行部数:  350部

■第1回幹事会の開催
日時 :     1997年H月 10日 (金 )、 16:30～ 18:30

場所 :    北海道大学低温研会議室

餞題 :    報告事項

1雪氷学会支部長・幹事長会議について

2.1997年度、1998年度談話会・講演会の進捗状況について

審議事項

1規約の改正について

2ニューズレターの今後の編集方針について

3支部機関紙 (北海道の雪氷)の内容についての検討

4学会誌「雪氷」広告担当理・幹事の設置についての検討

5その他
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■地域講演会の開催

日時 :     1997年 1月 30日 (金)、 13:30～ 16:30

場所 :     とかちプラザ (帯広市西4条南13丁 目)

テーマ :   「冬の寒さと氷の意み」

主催 :    (を D雪氷学会北海道支部

共催 :    帯広市、帯広のまつり推進委員会、帯広市コンベンション推進協議会

出席者:    105名
内容 :    1主 催者あいきつ

前野 紀― (日 本雪氷学会北海道支部 支部長)

2開催市欽迎あいさつ

高橋 幹夫 (帯広市長)

3講演会
「不思議な氷の話」

前野 紀― (北海道大学低温科学研究所)

「地球温暖化のなぞ」

山疇 孝治 (北海道大学大学院地球環境科学研究科)

「冬の寒さを利用した貯蔵庫J

土谷 富士夫 (帯広畜産大学畜産環境科学科)

十勝の冬と植物」「

嶋田 徹 (帯広畜産大学畜産環境辞学科)

〉いさつ4閉会のよ

土谷 富士夫 (日 本雪氷学会北海道支部 理事)

■第2回幹事会の開催

日時 :      1998年 3月 26日 (木 )、  14:llll～ 15:00

場所:    北海道大学低温科学研究所 会議室

鏃題:     11997度 事業報告・収支決算 (見込み)

21998度 事業計画・収支予算案審議

3その他

■第2回理事・幹事会の開催

日時:         1998年 3月 26日 〈木)、  15:l10～ 17:00

場所:    北海道大学低温科学研究所 会議室

議題:     11997度 事業報告・収支決算 (見込み)

2.1998度事業計画・収支予算案審議

3その他
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