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支部 50 周年記念事業委員会報告 
委員長：秋田谷英次、委員：山田知充、成田英器、松岡直基、斉藤有司、成田英器、久保雅弘、 

小川（小西康人代理）、石本敬志、古川義純、石井吉之、兒玉裕二 

 

 1) 記念誌製作出版 

編集委員長 高橋修平、 編集副委員長 金田安弘、顧問 山田知充 

委員 石本敬志、伊東靖彦、川村文芳、兒玉裕二、小松麻美、斉藤佳彦、永田泰浩、中村一樹 

印刷部数 ５００部  

事前予約販売１７８部、 執筆者、広告企業、関連学会等への進呈・寄贈１５１部、 

雪氷研究大会（２００９年１０月）以降の販売（書店在庫含む）１３０部、 残部４１部(4/15現在)。 

 

2) 薄片写真製作 担当：成田英器 

  積雪・あられ・湖氷・海氷・氷床コアなどの薄片写真を CD にまとめ、支部に提出。H22 事業。 

 

3) サイエンスカフェ 担当：古川義純 

日時：2009 年 10 月 2 日 18:30～20:10 

会場：紀伊国屋書店札幌本 

「南極！氷のささやきを聞いてみよう」～氷に刻まれた太古の地球環境～ 

話題提供者：飯塚芳徳「南極氷床コアとは?」、川村賢二「氷床コアからわかること」 

参加者数：90 余名   

 

4) 記念式典 

日時：2009 年 5 月 12 日 13:30～14:50 

会場 学術交流会館小講堂 

雪氷学会長・気象学会支部長・農業気象学会支部長祝辞、永年賛助会員感謝状授与 

参加者数：54 名 

 

5) 記念講演会 主担当：久保雅弘 

日時：2009 年 5 月 12 日（火）16:00～18:15 

会場：北海道大学 学術交流会館小講堂 

（１）宇宙で作る氷の結晶 －ＩＳＳ「きぼう」での無重力実験－ 

  【講師】古川 義純 氏（北海道大学低温科学研究所 教授） 

（２）剥き出しの地球 －南極大陸－ 

  【講師】阿部 幹雄 氏（第４９次・５０次南極地域観測隊員／写真家） 

参加者数：87 名 

 

6) 祝賀会 主担当：石本敬志 

日時：2009 年 5 月 12 日（火）18:30～20:15 

会場：北海道大学 エンレイソウ レストランエルム 

参加者数：39 名 

 

7) 記念誌出版祝賀会 主担当：兒玉裕二 

日時：2009 年 10 月 5 日 18:30～20:30  

場所：レストランはるにれ（北大構内） 

参加者数：３７名 出席者全員スピーチを行う 

 

8) 委員会 担当：兒玉裕二 

第 1 回 2008/10/16, 第 2 回 2009/3/6、第 3 回 2010/1/29 
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社）日本雪氷学会北海道支部設立 50 周年記念事業委員会会計報告 

    2009/5/14 予算案  

収入の部    2010 年 3 月 17 日現在  

費  目 予算額(A) 決算額(B) 増減(B)－(A) 備   考  

基金取り崩し  340,000  340,000 0 公益事業準備金  

本部より内部移管 1,000,000  1,000,000 0 出版費運転資金で本部へ要返済  

協賛金・広告収入  490,000  910,000 420,000    

祝賀会  350,000  195,000 -155,000 39 名×5,000 会費  

記念誌販売（予約） 250,000  442,168 192,168 @2,500x100 予定が 176 部に増  

記念誌販売（執筆者） 132,000  0 -132,000 @2,000x66 予定を贈呈に変更  

記念誌販売（定価） 150,000  339,888 189,888 @3,000x50 予定が 106 部  

送料 0  7,920 7,920    

利息、入金過大 0  313 313 利息 141 円、過払い 172 円  

収入合計 （Ｃ） 2,712,000  3,235,289 522,976    

支出の部      

費  目 予算額(A) 決算額(B) 増減(B)－(A) 備   考  

薄片作成経費 90,000  95,283 5,283    

ｻｲｴﾝｽ･ｶﾌｪｰ        40,222  46,911 6,689 当初 0 円を 8 月 19 日予算計上  

記念式典         110,000  3,591 -106,409 支部事業と共同で実施  

講演会          60,000  0 -60,000 支部事業で実施  

祝賀会        350,000  204,500 -145,500    

出版費  1,300,000  1,428,000 128,000 ページ数と印刷部数の増加  

インタビュー費用    80,000  85,700 5,700    

配送費 41,500  56,805 15,305 印刷屋からの郵送料  

全国大会 祝賀会 20,000  0 -20,000 支部事業で実施  

本部に内部移管 1,000,000  1,000,000 0 来年 3/31 までに本部に返済  

ISBN、図書登録経費 0  27,300 27,300    

事務用品、販売費 0  22,901 22,901 ダイレクトメール郵送料を含む  

その他（振込手数料） 0  1,632 1,632    

送料、入金過大の返却   8,160   北大からの郵送料 7,990、返却 170  

支出合計（Ｄ） 3,091,722  2,980,783 -119,099    

収支の部      

収支（Ｃ）－（Ｄ） -379,722  254,506 642,075   

 

広告企業リスト   

株式会社ドーコン （株）フロンティア技研 新潟電機株式会社 

社団法人日本技術士会 北海道電力（株）総合研究所 （株）雪研スノーイーターズ 

（社）北海道開発技術センター 株式会社 興和 水工部 セントラルコンサルタント（株） 

岩田地崎建設株式会社 野外科学（株） 株式会社岩崎 

構研エンジニアリング 那須電機鉄工（株） 株式会社ジオアクト 

（財）日本気象協会北海道支社 （有）クライメットエンジニアリング ノースワン（株） 

東京製綱（株） エンジニアリング事業部札幌支店  
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