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1 令和元年度事業報告 
 

1.1   令和元年度の活動について 
 

日頃は、電子情報通信学会東海支部の活動に多大なるご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。  

令和元年度の活動としましては、従来からの学生会事業に加え、一般事業において、産業界との連携、および 

支部間連携の活性化を考え、会員の皆様へのサービス向上のため、表に示す事業計画を立て、運営を進めまし

た。 

事業系計画および実績 

種別 事  業 年度計画 実  績 

一般事業 

一般講演会 2 回 2 回 

一般見学会 1 回 1 回 

専門講習会 1 回   0 回※ 

学生会事業 

講演会   4 回 3 回 

学生研究発表会  4 回 4 回 

卒業研究発表会  1 回   0 回※ 

※新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐ為、中止 

 

東海地域は国際的な自動車産業の集積地です。その自動車産業は CASE により一変すると言われていま

す（C:コネクティッド、A：自動化、S:シェアリング、E:電動化）。そこで、一般見学会では、トヨタ産業技術記念館

にて、過去の自動車事業立ち上げの歴史を学び、その後、最新技術について、一般講演会において、東京工

業大学の阪口先生を迎え、「5G が開く未来 ～自動運転から超スマート社会へ～」について講演を頂きました。

続いて、専門講習会では、「つながるクルマとそれを支える技術」という企画を進めてきましたが、残念ながら、

新型コロナウイルス感染症のため、講習会は令和 2 年度へ延期としました。一方、学生会事業におきまして

は、大学の先生方のご尽力により、2月までは、活動を活発に実施してきましたが、最後の卒業研究発表会は、

中止となりました。 

支部間の連携については、従来の TV 会議での支部長会議に加え、本部と支部長が面着で集まる会議の実

施、本部理事会を地方で開催するなど、支部間の連携を開始し、令和 2年以降の活動につなげていきます。 

東海支部の課題としては、①従来からの一般事業、学生会事業が皆様に本当に役立っているかを見直す時

期であること、②新型コロナウイルス感染症がきっかけでありますが、支部の会議、活動などにオンラインを取

り入れ、新しい活動スタイルへの移行があげられます。 

 以下、令和元年度の活動について報告致します。会員の皆様には，ご意見やアイデアを是非、お寄せくだ

さい。これからも東海支部の活動にご期待とご支援を賜れますようお願い申し上げます。 

                   令和元年度支部長 佐藤 和夫（豊田中央研究所） 
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1.2   一般事業 
 

1.2.1 一般講演会 

 

  開催日時 演 題 
講 師 

(所属・役職は当時) 

講演会場 

(参加人数) 

取りまとめ役 

(所属・役職は当時) 

第

1

回 

R1.6.11 
「学生がやる気の出る講義を

模索して」 

名古屋大学大学院 工学研究科 

情報・通信工学専攻 教授 

古橋 武（ふるはし たけし） 氏 

ANA クラウンプラザ

ホテルグランコート

名古屋 

7階 ザ・グランコー

ト(33名) 

電子情報通信学会 

東海支部  

第

2

回 

R2.1.17 
「５Gが開く未来 ～自動運転

から超スマート社会へ～」 

東京工業大学 工学院 教授 

阪口 啓  (さかぐち けい) 氏 

キャッスルプラザ 

(50名) 

名古屋工業大学 教授 

菊間 信良 

（きくま のぶよし）氏 

 

 

1.2.2 一般見学会 

 

開催日 見学先 見学概要 備考 

R1.9.27 トヨタ産業技術記念館 展示見学 参加者：10名 

 

 

1.2.3   専門講習会 
新型コロナ肺炎感染予防の為、中止となった。 

            

 

1.2.4 小中高生向け理科教育講座 

小・中・高生を対象に科学技術の振興活性化に貢献することを目的とする施策。 

 

開催日 
講座名 

(参加対象者) 

実施責任者・申請者 

(所属・役職は当時) 

会場 

(参加人数) 

R2.1.13  
第 12回おもしろ科学教室 

(小・中学生) 

豊田工業高等専門学校 校長 

名古屋大学 名誉教授 

高井 吉明 (たかい よしあき) 氏  

名古屋大学 

IB電子情報館 

(134名) 

 

  



4 

 

 

1.3   学生会事業 
 

1.3.1 講演会 

令和元年度の学生会講演会については、下記のとおり開催された。 

 

  開催日 演 題 
講 師 

(所属・役職は当時) 

講演会場 

(参加人数) 

取りまとめ役 

(所属・役職は当時) 

第

1

回 

R1.7.31 
「本人と他人を区別する様々

なバイオメトリクス認証」 

名古屋市立大学大学院  

システム自然科学研究科 

渡邊 裕司（わたなべゆうじ）氏 

三重大学 

工学部教室 

（28番教室） 

(80名) 

三重大学 大学院工学

研究科 電気電子工学

専攻  

教授 高瀬 治彦  

(たかせ はるひこ) 氏 

第

2

回 

R1.9.30 
「自動化が進む未来は明る

いか？」 

株式会社 138OnlineShop 

石井 健裕 (いしい たけひろ) 氏 

岐阜工業高等専

門学校 第一講

義室(55名) 

岐阜工業高等専門学校 

電気情報工学科  

准教授 山田 博文 

 (やまだ ひろぶみ)氏 

第

3

回 

R2.1.24 
「日産 SKYLINE-Hybridのパ

ワートレイン技術」 

日産自動車株式会社 

Ｒ＆Ｄエンジニアリング・マネージメ

ント本部 

製品品質設計革新部 

フェールセーフ検証企画グループ 

毛利 貴宣 （もうり たかのぶ）氏 

愛知工業大学 

八草キャンパス 

8号館 2F 201

室(30名) 

愛知工業大学  

電気学科  

電子情報工学専攻教授 

五島 敬史郎 

(ごしま けいしろう)氏 

 

1.3.2 学生研究発表会 

令和元年度 学生研究発表を下記のとおり示す。 

 

学生研究発表会助成 対象一覧 

開催日 
テーマ 世話人 

(所属・役職は当時) 
会場 

参加大学 (※順不同) 

R1..8.3 

第 23 回東海地区音声関連研究室修論中間発表会 静岡大学 

学術院工学領域 

准教授  

甲斐 充彦氏  

(かい あつひこ) 

静岡大学 
愛知工業大学、岐阜大学、静岡大学、中部大学、豊橋技術科学

大学、名古屋大学、名古屋工業大学大、名城大学 

R1.11.2 

情報学ワークショップ（WiNF2019） 中京大学 

工学部 情報工学科 

教授  

目加田 慶人氏 

 (めかだ よしと) 

中京大学 
愛知工業大学、愛知県立大学、静岡大学、中部大学、豊橋技術

科学大学、名古屋大学、名古屋工業大学大、名城大学  

R1.12.21 

第２回東海地区音声関連研究室卒業論文中間発表会 
名城大学  

都市情報学部  

准教授  

西野 隆典氏 

（にしの たかのり） 

名城大学 
愛知県立大学、愛知工科大学、愛知工業大学、大同大学、中部

大学、名城大学 

R2.2.8 

第21回東海3大学通信系合同修論発表会 名城大学 

理工学部情報工学科 

旭 健作 氏 

(あさひ けんさく) 

名城大学 

豊橋技術科学大学、名古屋大学、名城大学 
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1.3.3 卒業研究発表会 

令和元年度の卒業研究発表会は、新型コロナ肺炎感染予防の中止となった。 

 

1.3.4 学業成績優秀賞 

２年目を迎えた学業成績優秀賞は、下記の通り 18名を表彰した。 

 

令和元年度 学業成績優秀賞 受賞者一覧 

           (順不同・敬称略) 

学校 所属 受賞者氏名 

愛知県立大学     情報科学部 情報科学科 伊藤  翔太 

愛知工業大学 工学部 電気学科 日比  彪斗 

愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 酒井 淑成 

岐阜大学      工学部 電気電子・情報工学科情報コース 箕浦 翔悟 

岐阜大学      工学部 電気電子・情報工学科電気電子コース 飯塚 智也 

近大高専       総合システム工学科 電気電子コース 海堀 航汰  

近大高専       総合システム工学科 制御情報コース 長濱 奈嗣  

近大高専       専攻科 生産システム工学専攻(電気電子工学) 青山 翔太 

静岡大学   工学部電気電子工学科 情報エレクトロニクスコース 柏木 鉄郎 

静岡大学 工学部電気電子工学科エネルギー・電子制御コース 梶山 龍 

鈴鹿高専 電子情報工学科 加藤 祥晃 

豊田高専 情報工学科 長谷川 友哉 

豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 松本 まりも 

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 越智 舜介 

名古屋大学 工学部 電気電子情報工学科電気電子工学コース 三上 裕 

名古屋工業大学  工学部 電気・機械工学科 電気電子分野 奥村 守 

名古屋工業大学  工学部 情報工学科 原田 誠一 

名城大学       理工学部 情報工学科 水谷 文紀 

 

 

1.3.5 学生ブランチ活動 

名古屋大学、三重大学、名古屋工業大学において、学生主体の活動が行われている。 

本年度の活動内容及び費用負担を下記に示す。 

 

大学名 活動内容 

名古屋大学 卒論発表の練習会 2/14 

三重大学 講演会 1 回、12/19 

名古屋工業大学 修論発表・卒論発表の練習会（７/24、9/4、12/18） 
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1.3.6 電子情報通信学会東海支部 学生研究奨励賞 

令和元年度 電子情報通信学会東海支部 学生研究奨励賞 受賞者 15名を下記に示す。 

 

令和元年度 電子情報通信学会東海支部 学生研究奨励賞 受賞者一覧 

（順不同・敬称略） 

 
  

■学士

氏名 所属（2020年３月現在） 研究テーマ ソサイエティ 推薦者

生田　亜裕
愛知県立大学

情報科学部　情報科学科

VGG-16を用いたマクロ画像による紙の繊維組成分類に

関する研究
情報・システム 神谷 直希

山本　昂汰
中部大学

工学部　ロボット理工学科

脳波を指標とした精神ストレス状況および走行シーン

の視覚認知に関する注意機構の評価
情報・システム 稲垣圭一郎

久野　拓真
名古屋大学

工学部　電気電子・情報工学科

空間分割多重光ファイバネットワークにおける光クロ

スコネクト技術に関する研究
通信 森　洋二郎

■修士

氏名 所属

松原　尚輝
藤田医科大学　大学院

保健学研究科　保健学専攻

畳み込みニューラルネットワークを用いた胸部Ｘ線画

像に対する骨抑制処理と肺結節検出への応用
寺本 篤司

坂倉　翔太
三重大学 大学院工学研究科

電気電子工学専攻

全二重無線ＬＡＮにおけるMACプロトコルおよびその理

論解析に関する研究
通信 森 香津夫

早川　雅人
名古屋工業大学　大学院工学研究科

情報工学専攻
無線LANのサービス品質向上に関する研究 通信 伊藤 嘉浩

伊藤　嘉俊
静岡大学　大学院総合科学技術研究科

工学専攻
光再構成型ゲートアレイVLSIの放射線耐性 情報・システム 渡邊　実

本田　瑛士
名古屋大学 大学院工学研究科

情報・通信工学専攻
データセンタ向け光スイッチに関する研究 通信 長谷川 浩

今枝　滉太
名古屋大学 大学院工学研究科

情報・通信工学専攻
光線空間の圧縮符号化 情報・システム 藤井 俊彰

桝田　佳大
名古屋工業大学 大学院工学研究科

電気・機械工学専攻

5G電波暗号化非直交ユーザ多元接続手法の構築と性能

改善
通信 岡本　英二

二村　真司
豊橋技術科学大学　大学院工学研究科

電気・電子情報工学専攻

キャビティ共振モード無線電力伝送における反射プ

ローブと整合回路による電力伝送効率の向上
通信 田村　昌也

田島　寛士
名古屋工業大学 大学院工学研究科

情報工学専攻

ローカルLUTアップサンプリングによる画像処理の高速

化
福嶋　慶繁

永尾　文弥
名古屋工業大学 大学院工学研究科

電気・機械工学専攻

On-body/In-body医療機器の高精度同時位置推定法に関

する研究
通信 安在　大祐

■博士

氏名 所属

奥原　俊
名古屋工業大学　大学院工学研究科

情報工学専攻

エージェントの説明可能な交渉の協調モデルとその応

用に関する研究
伊藤　孝行

佐藤 文昭
豊橋技術科学大学　大学院工学研究科

情報・知能工学専攻
脳波と瞳孔経計測による主観的知覚の解明 情報・システム 南　哲人
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1.4   電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 
 

開 催 日： 令和元年 9 月 9 日（月）～10 日（火） 

会 場： 大同大学 (名古屋市南区滝春町 10 番地 3) 

主担当学会： 電気学会東海支部 

総参加者数： 889 名 

（参考） 2018 年度 参加者数 512 名（台風 21 号により 2 日目中止） 

     2017 年度 参加者数 920 名 

 

・一般講演（公募）：460 件（オーラル：396 件、ポスター：64 件） 

        昨年度実績 ：437 件 （オーラル：382 件、ポスター：55 件） 

 

・特別講演 日時：令和元年 9 月 9 日（月）16:00～17:00 

         演題：「我々は希土類鉄時代に向かっている」  

         講師：NDFEB 株式会社 代表取締役、大同特殊鋼顧問  

            佐川 眞人（さがわ まさと）氏 

     参加人数：  83 人  

  

 

 

1.5   その他 
 

1.5.1 協賛 

各種会議およびシンポジウム等に対する協賛の実施結果を下記に示す。 

 

令和元年度協賛 

開催日程 名称 主催 

2019/8/19 短距離無線通信研究会（SRW） 電子情報通信学会 SRW 研究会 

2019/8/31 LMAG 名古屋シンポジウム 照明学会 東海支部 

2019/12/5 東海総合通信局 SCOPE 研究成果発表会 東海総合通信局 

2019/11/26 SICE 中部支部講習会（2019） 計測自動制御学会 中部支部 

2020/2/5-6 フロンティア 21 エレクトロニクスショー2020 中部エレクトロニクス振興会 

2020/2/27 東海総合通信局 サイバーセキュリティセミナー 

5G/IoT 時代を見据えたモビリティ社会を考える 

東海総合通信局 
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1.6   令和元年度東海支部運営委員選挙結果 
令和元年度支部運営委員改選の結果を下記に示す。 

 

東海支部運営委員選挙 開票結果 (順不同) 

役職 氏  名 所  属 当落 

支部長 菊間 信良 （きくま のぶよし）  名古屋工業大学 - 

次期 支部長 桑原 義彦 （くわはら よしひこ）  静岡大学 当選 

支部委員 

宇佐見 庄五（うさみ しょうご） 名城大学 当選 

松沢 晋一郎 （まつざわ しんいちろう） 株式会社豊田中央研究所 当選 

榊原 久二男（さかきばら くにお） 名古屋工業大学 当選 

高橋 秀樹 （たかはし ひでき） 日立オムロンターミナルソリューションズ 当選 

石川 仁司  （いしかわ ひとし） アイシン精機株式会社 当選 

庶務幹事 黒木 匡（くろぎ ただす） 西日本電信電話株式会社 当選 

会計幹事 布目 敏郎 （ぬのめ としろう）  名古屋工業大学 当選 

※平成 29年度より、「次期支部長」を設けた。 

※次期支部長就任時に選挙をしているため、支部長の選挙は行わない。 
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1.7   令和元年度 収支決算報告 
令和元年度（2019年４月１日～2020年３月 31日） の収支決算について、下記の表に示す。 

                                                     

連合大会費について 

幹事学会が作成する連合･大会決算報告に基づき、科目毎にその収入（例：広告収益・参加費収益・協賛金等

の受取補助金等）および、支出（事務局経費、会場費、旅費、通信費、印刷製本費、各種手数料等）に、各学会

の分担比率を乗じた額が各学会の収支決算とされており、今年度の収支にもその額が計上されている。 予算

額は、年度当初請求される分担金の目安額が計上されており、R1年度の請求額は 301,309であった。 

R１年度収支報告

収入の部 単位：円

科目 学会本部会計科目 予算額 執行状況

本部からの受入金 5,903,000 5,903,000

事業収益 15,000

シンポジウム 5,000 0

連合・大会 - 899,166

見学会 10,000 2,500

雑収益 受取利息 1,000 32

5,919,000 5,903,032

支出の部
科目 学会本部会計科目 予算額 執行状況

2,749,000 2,355,256

選奨 483,000 513,240

講演会 691,000 534,737

一般向け 300,000 411,603

学生向け 250,000 76,180

学生ブランチ 141,000 46,954

シンポジウム 600,000 0

連合・大会 270,000 955,997

見学会 50,000 8,300

教育活動 250,000 161,930

200,000 161,930

50,000 0

405,000 181,052

- 0

380,000 127,110

　卒業研究発表会 300,000 0

　学業成績優秀賞 80,000 127,110

25,000 53,942

その他・その他 - 0

3,170,000 2,905,901

会議費 571,000 604,187

支部報告会 総合報告会 180,000 121,353

運営委員会 支部運営委員会 200,000 351,091

支部会議 打合せ等 6,000 0

その他・会議 幹事会・学生会連絡会 185,000 131,743

事務費 479,000 492,891

租税公課 0 3

事務委託費 臨時雇用（パート・アルバイト） 2,120,000 1,808,820

雑費 0 0

641,875

5,919,000 5,903,032

東海支部科目

専門講習会参加費

割戻金（広告費・補助金）

一般見学会参加費

受取利息

合計

東海支部科目

事業費

学生研究奨励賞費

一般講演会費

その他

学生講演会

学生ブランチ

専門講習会費

連合大会費

一般見学会費

学生研究発表会費

理科教育支援

その他事業

一般向け

学生向け

学生ブランチ（講演会以外）

支出合計

管理費

本部戻し入れ
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2 令和 2年度事業計画 
 

2.1   令和 2年度の活動について 
 

日頃は、電子情報通信学会東海支部の活動に多大なるご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうございま

す。令和 2年度の活動としましては、会員の皆様へのサービス向上のため、従来からの一般事業、学生会

事業に加え、産業界との連携、および支部間連携の活性化を目指して運営を進めて参ります。 

令和 2年度は、新型コロナウイルスの影響でいつもとは異なる船出となりますが、昨年度同様、東海地

域の特徴を活かしながら、一般見学会、専門講習会を計画して行きたいと考えております。学生会事業に

おきましては、本学会のジュニア会員制度がスタートすることもあり、これまでの研究発表会に加えて新

しいイベントを実現できればと思っています。 

 支部間の連携については、本部と支部が対面で集まる会議の実施、本部理事会を地方で開催するなど、

本部と支部，そして支部間の連携の強化を開始し、令和 2年以降の活動につなげていきます。 

 東海支部の課題としては、①従来からの一般事業、学生会事業を見直すこと、②支部の会議、活動など

にオンラインを取り入れ、新しい活動スタイルへ移行すること、があげられております。この機会に原点

に立ち返り、支部活動のリデザインを試みるのも良いかと思っております。まずは出来ることから始める

つもりです。 

 以下に令和 2 年度の活動計画を示します。本年度も，引き続き、ご意見やアイデアをお寄せください。

東海支部の活動にご期待とご支援を賜れますようお願い申し上げます。 

令和 2 年度支部長 菊間 信良（名古屋工業大学） 

 

 

 

2.2   事業計画 
 

2.2.1 一般事業 

(1) 講演会 年間 2回（最大 4回）開催 

(2) 見学会 年間 1回開催 

(3) 専門講習会 年間 1回開催 

(4) 小中高生向け理科教育講座 年間 1件 

 

 

2.2.2 学生会事業 

(1) 講演会 年間 4回 (最大 6 回) 

(2) 学生研究奨励賞  年間 1回 (優秀であると認められた学生を表彰) 

(3) 学生研究発表会  年間 6件 (複数の大学にまたがる研究発表会が対象) 

(4) 卒業研究発表会  年間 1回  

(5) 学生ブランチ     名古屋大学、三重大学、名古屋工業大学の 3校が活動予定 

(6) 学業成績優秀賞  年 1 回  
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2.2.3 電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 

令和２年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会の開催予定は、下記のとおり予定している。 

 

開 催 日 ： 令和 2 年 9 月 3 日 (木) ～ 4 日 (金) 

会 場 ： オンラインにて開催予定 

主担当学会 ： 情報処理学会東海支部 

 

 

2.3   令和 2年度東海支部運営委員 
令和 2年度東海支部運営委員を下記に示す。 

 

                   令和２年度東海支部運営委員一覧 (順不同)              （敬称略） 

役職名 
令和元年度支部運営委員 退任 

氏名 所属 氏名 所属 

支部長 
菊間 信良  

(きくま のぶよし) 
名古屋工業大学 

佐藤 和夫  

(さとう かずお) 
株式会社豊田中央研究所 

次期支部長 
桑原 義彦 

（くわはら よしひこ） 
静岡大学 

菊間 信良  

(きくま のぶよし) 
名古屋工業大学 

支部委員 

宇佐見 庄五  

（うさみ しょうご） 
名城大学 

旭 健作  

(あさひ けんさく) 
名城大学 

大内 浩司  

(おおうち こうじ) 
静岡大学 (再任) 

松沢 晋一郎 

（まつざわ しんいちろう） 
株式会社豊田中央研究所 

小川 勝  

(おがわ まさる) 
株式会社豊田中央研究所 

河口 信夫  

(かわぐち のぶお) 
名古屋大学 (継続) 

小林 康雄  

(こばやし やすお) 
西日本電信電話株式会社 (継続) 

榊原 久二男 

(さかきばら くにお) 
名古屋工業大学 (再任) 

佐々木 邦彦  

(ささき くにひこ) 
株式会社デンソー (継続) 

中村 誠  

(なかむら まこと) 
岐阜大学 (継続) 

高橋 秀樹  

（たかはし ひでき） 

日立オムロンターミナルソリ

ューションズ株式会社 
(継続) 

成瀬 央  

(なるせ ひろし) 
三重大学 (継続) 

藤戸 敏弘  

(ふじと としひろ) 
豊橋技術科学大学 (継続) 

石川 仁司  

（いしかわ ひとし） 
アイシン精機株式会社 

村上 裕一  

(むらかみ ゆういち) 
アイシン精機株式会社 

庶務幹事 

黒木 匡 

（くろぎ ただす） 
西日本電信電話株式会社 (継続) 

岩田 哲  

(いわた てつ) 
名古屋大学 (継続) 

会計幹事 

佐藤 幸紀  

(さとう ゆきのり) 
豊橋技術科学大学 (継続) 

布目 敏郎 

（ぬのめ としろう） 
名古屋工業大学 

安在 大祐 氏 

(あんざい だいすけ) 
名古屋工業大学 
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2.4   令和２年度予算計画 
 令和２年度（2020年４月１日～2021年３月 31日） 予算計画を下表に示す。 

                                                        単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部
科目 学会本部会計科目 予算額 参考 R1年度

本部からの受入金 5,566,600 5,903,000

事業収益 15,000 15,000

シンポジウム 5,000 0

見学会 10,000 0

雑収益 受取利息 1,000 1,000

5,582,600 5,919,000

支出の部
科目 学会本部会計科目 予算額 参考 R1年度

2,949,000 2,749,000

選奨 483,000 483,000

講演会 791,000 691,000

一般向け 300,000 300,000

学生向け 350,000 250,000

学生ブランチ 141,000 141,000

シンポジウム 600,000 600,000

連合・大会 270,000 270,000

見学会 50,000 50,000

教育活動 350,000 250,000

300,000 200,000

50,000 50,000

405,000 405,000

- -

380,000 380,000

　卒業研究発表会 300,000 300,000

　学業成績優秀賞 80,000 80,000

25,000 25,000

その他・その他 - -

2,633,600 3,170,000

会議費 571,000 571,000

支部報告会 総合報告会 180,000 180,000

運営委員会 支部運営委員会 200,000 200,000

支部会議 打合せ等 6,000 6,000

その他・会議 幹事会・学生会連絡会 185,000 185,000

事務費 493,000 479,000

租税公課 0 0

事務委託費 臨時雇用（パート・アルバイト） 1,569,600 2,120,000

雑費 0 0

5,582,600 5,919,000

東海支部科目

専門講習会参加費

一般見学会参加費

受取利息

合計

その他事業

一般向け

学生向け

学生ブランチ（講演会以外）

学生ブランチ

専門講習会費

連合大会費

一般見学会費

学生研究発表会費

理科教育支援

東海支部科目

事業費

学生研究奨励賞費

一般講演会費

学生講演会

その他

管理費

合計


