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１．2020年度（2020 年 3月～2021年 2月）事業報告 

 

（1）支部総会 2020年7月11日～17日 書面回議方式で実施 

 

（2）商議員会 2020年7月1日～7日 書面回議方式で実施 

        202年12月18日～25日 書面回議方式で実施（表彰推薦者の承認） 

 

（3）研究発表会 2020年11月13日（金） Web会議 

     講演：12件（プログラムは以下参照．〇は講演者）    参加者：25名 

 

【研究発表】 

レーザフォーミングを用いた多重加熱による SUS304平板の変形挙動 

 ○和泉 勇樹，土谷 耕平，栗林 晃宏，秋山 哲也，北村貴典 

曲線レーザフォーミングを用いた曲面成形に及ぼす拘束条件の影響 

 ○田原 司，須藤 慶之，秋山 哲也，北村 貴典 

枝分かれ加熱を用いたレーザフォーミングによる段差形状の作製 

 ○堀谷 祐雄，手柴 力，秋山 哲也，北村 貴典 

ガスメタルアーク溶接中の溶滴移行現象の二次元粒子法シミュレーション 

 ○森本 堅太，古免 久弥，寺崎 秀紀 

レーザ照射による局所浸炭処理を活用した溶接継手の疲労寿命改善に関する基礎検討 

 ○田門 岳大，上村 崇杜，後藤 浩二 

ろう接を併用した抵抗スポット溶接重ね継手の高強度化 

 〇植村 篤郎，三原 知夏，北村 貴典，秋山 哲也 

抵抗スポット溶接重ね継手の変形と引張せん断強度の関係の解明 

 ○川端 智也，今村 光宏，北村 貴典，秋山 哲也，植村篤郎，三原 知夏 

鋼板を用いた抵抗スポット溶接L字継手の引張強度評価 

 〇近野 謙，濵﨑 真太郎，平山 響，北村 貴典，秋山 哲也 

【論文発表】 

低変態温度溶接材料を用いた伸長ビード溶接による角回し溶接部の疲労寿命延伸に 

関する一考察 

 〇木村 俊介，木村 敏之，岡田 公一，麻 寧緒，平岡 和雄，村川 英一，馮 中元，松﨑 拓也，加納 覚，      

志賀 千晃，矢島 浩 

低変態温度溶接材料による溶接金属の破壊靭性に関する一考察 

木村 俊介，○木村 敏之，岡田 公一，麻 寧緒，平岡 和雄，村川 英一，馮 中元，松崎 拓也，加納 覚，

志賀 千晃，矢島 浩 

汎用二相ステンレス鋼のケミカルタンカーへの適用に際しての溶接施工上の問題に 

関する一検討 

 ○四塚 卓之，新納 栄二，遠藤 祐介 

 

溶接学会九州支部「優秀学生講演賞」 

次の4名の学生に決定し，表彰状は後日郵送した． 

   植村 篤郎・堀谷 祐雄（九州工大），田門 岳大（九州大），森本 堅太（熊本大） 
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（4）接合技術に関する講演会・見学会 

  新型コロナウィルス感染防止対策の観点から，実施していない． 

 

（5）溶接研究会 

  新型コロナウィルス感染防止対策の観点から，実施していない． 

 

（6）溶接学会フェロー，溶接学術振興賞，溶接技術奨励賞及び溶接技術普及賞の推薦 

  商議員会（書面回議）での承認を経て次の各賞の推薦を決定し，本部へ推薦した． 

 溶接学術振興賞：里中 忍（熊本大学名誉教授，前々支部長） 

 溶接技術奨励賞：安部 正光（日立造船），中野 正大（高田工業所），服部 和德（黒木工業所） 

 溶接技術普及賞：釘宮 昌二（臼杵造船所），花田 哲章（福岡県立香椎工業高校） 

 

（7）奨学賞の選考 

  商議員会（書面回議）での承認を経て以下のように受賞者を決定し，本部へ推薦した．  

   溶接学会奨学賞（本部表彰） 

 原 武蔵（九州大学 大学院修士課程 2 年） 

 堀谷 祐雄（九州工業大学 大学院博士前期課程 2年） 

   溶接学会九州支部奨学賞（支部表彰） 

 植村 篤郎（九州工業大学 大学院博士前期課程 2年） 

 福田 時生（九州大学 大学院修士課程 2年） 

 

（8）高専生を対象とする奨学褒賞の授与 

   2021 年度第 1回商議員会にて設置，2020 年度卒業生に遡及して授与することとしたため，以下

の 4名に支部長名で賞状を授与． 

 MUHAMMAD NAZIF BIN MOHD NASIR（鹿児島高専） 

 𠮷田 尭史（久留米高専） 

 戸宮 豪太（久留米高専） 

 大城 凱（沖縄高専） 

 

 

（8）刊行：出版物名：溶接学会九州支部講演論文集，第 17号（今年度より電子媒体のみ発行） 
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２．2020年度（2020 年 3月～2021年 2月）決算報告 

（１）収入の部 

 

明 細 金額（円） 

前年度繰越金    3,244,231 

支部交付金     150,000 

銀行利息 

福岡銀行分：2019 年 8月 17 日 14円 

福岡銀行分：2020 年 10月 6日 4 円 

18 

収入合計 150,018 

合   計 3,394,249 

 

（２）支出の部  

明 細 金額（円） 

残額証明手数料 440 

口座振替手数料（福岡銀行からゆうちょ銀行） 880 

支部表彰（2019 年度溶接技術奨励賞・普及賞）賞状等送付 1,440 

支部表彰楯（奨学賞）*1 0 

（研究発表会）講演論文集印刷費*2 0 

（商議員会）会議費*3 0 

（支部総会，研究発表会，商議員会）懇親会*4 0 

（研究発表会）優秀学生講演賞 賞状用紙代*5 0 

溶接研究会 会議費*6 0 

支出合計 2,760 

次年度繰越金 3,391,489 

合   計 3,394,249 

 

【注記】 

*1：2020 年度支部表彰楯（奨学賞）は支払い日時が 3月にずれ込んだため，2021 年度に計上． 

*2：研究発表会講演論文集は pdf 配布のみとしたため，印刷費は不要となった． 

*3：商議員会は書面回議で実施したため，会議費は不要であった． 

*4：懇親会は未開催． 

*5：昨年度までの余りがあったので新規購入不要であった． 

*6：未開催． 
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（3）監査報告 
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３．2021年度（2021 年 3月～2022年 2月）事業計画（案） 

 

(1) 支部総会：1回（書面回議方式） 

 

(2) 研究発表会：1回 

8 月 27日（金），九州大学伊都キャンパス（対面）＋Web 会議のハイブリッド方式で実施． 

 

(3) 商議員会：1回以上 

3 月 4日（木）：Web 会議 

6 月：総会資料確認のため（書面回議） 

12 月：支部表彰推薦者承認のため（書面回議） 

【参考】次年度 3月に年度方針確認のため，Web会議を予定． 

要審議事項が生じた場合，支部長が随時招集する． 

 

(4) 溶接研究会及び見学会 

新型コロナウィルス感染状況が収束するまでは見送り．（見学受け入れ企業も無いと想定され

る．） 

 

(5) 支部表彰 

以下の各賞について推薦，授与を行う． 

 溶接学術振興賞，溶接技術奨励賞，溶接技術普及賞 

 溶接学会奨学賞（本部・支部） 

 九州支部研究発表会における優秀学生講演賞 

 高専生に対する奨学褒賞（賞の名称について，奨学賞と類似するため変更を検討） 
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４．2021年度（2021 年 3月～2022年 2月）予算（案） 

 

（１）収入の部 

 

明 細 金額（円） 

前年度繰越金    3,391,489 

支部交付金     150,000 

利息 20 

収入合計 150,020 

合   計 3,541,509 

 

（２）支出の部  

明 細 金額（円） 

残額証明手数料 520 

支部表彰楯（奨学賞：2020 年度受賞者分） 19,690 

高専奨学褒賞（2020 年度）賞状送付用レターパックライト 1,480 

支部表彰（2020 年度溶接技術奨励賞・普及賞）賞状等送付 5,250 

溶接技術奨励賞（2020 年度）メダル規定数超過分 16,335 

賞状用紙（高専奨学褒賞，研究発表会優秀学生講演賞） 3,080 

支出合計 46,355 

次年度繰越金 3,495,154 

合   計 3,541,509 
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５．審議・報告事項 

【審議事項】 

(1) 2020 年度決算の承認について 

 

(2) 2021 年度予算の承認について 

 

(3) 2021 年度支部総会・研究発表会 
商議員会における議決に基づき，以下提案します． 

総会：書面回議とする． 

研究発表会：8月 27日（金）に福岡市（九州大学伊都キャンパス）で開催するが，新型コロナウィ

ルス感染影響を考慮し，Web 会議とのハイブリッド方式での実施とする． 

 

（参考：過去の支部総会・研究発表会の開催地） 

2020 年度    Web 会議 

2019 年度    北九州（北九州国際会議場） 

2018 年度    北九州（九州工業大学 百周年中村記念館） 

2017 年度      北九州（北九州国際会議場） 

2014～2018 年度 北九州（九州工業大学 百周年中村記念館） 

2013 年度    長崎（長崎総合科学大学） 

2012 年度    鹿児島（鹿児島大学） 

2011 年度    熊本（熊本大学黒髪キャンパス） 

2002～2010 年度 福岡（九州大学箱崎キャンパス） 

2001 年度    熊本（熊本大学工学部付属工学研究機器センター） 

2000 年度    鹿児島（鹿児島県工業技術センター） 

 

(4) 次年度以降の決算及び予算承認の廃止について 

 支部会計（口座残高証明の提出を含む）に関しては，全て本部に報告し，本部の税理士等の監

査を経て，本部総会における承認事項となっている． 

 数値詳細は本部総会の資料のみならず，学会誌においても公表されている． 

 以上の状況を考慮すると，支部独自に決算及び予算資料を作成し，支部監事に監査を依頼する

業務は二度手間となるため，次年度以降，決算及び予算は支部長からの「報告事項」とし，支

部監事による定例監査は廃止することを提案する．報告資料は本部への提出資料を添付する形

式とする． 

 なお，会計に不明瞭な動きがあった場合に備え，支部監事の役職は引き続き設置し，商議員及

び支部会員から指摘があった場合，支部監事により不定期の査察を行うこととする． 

 従来方式の監査を継続する場合，監査報告書は監事の署名のみを記し，押印は廃止する． 

 

【報告事項】 

(1) 2022～2023 年度支部役員について 

  11月をめどに次期商議員選挙を実施．その後，支部役員を決定． 

 

(2) 溶接学会各種表彰について 

  ・溶接学会フェロー（支部から本部への推薦締切りは，毎年 12月 31日） 

  ・溶接学術振興賞（支部から本部への推薦締切りは，毎年 1月 31日） 

  ・溶接技術奨励賞及び溶接技術普及賞 

   賞状を本部で作成する場合は業績の題名（溶接技術の研究開発，溶接技術の開発普及等）を連 

   絡願います． 

  ・溶接学会奨学賞（九州支部からは，2名の推薦が可能） 

 本部からの連絡に応じて，締め切りを含めて適宜周知します． 

 上記に加えて，支部独自表彰（支部奨学賞，研究発表会優秀学生講演賞，奨学褒賞（表彰名要検

討））も実施． 
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別紙 1  

 

2020・2021 年度 商議員名簿 

 

支部長 後藤 浩二 九州大学 福岡 

幹事（総務・会計） 岡田 公一 長崎総合科学大学 長崎 

幹事（企業） 安西 敏雄 株式会社高田工業所 福岡 

幹事（広報） 北村 貴典 九州工業大学 福岡 

幹事（教育） 寺崎 秀紀 熊本大学 熊本 

幹事（事業） 中村 憲和 福岡県工業技術センター 機械電子研究所 福岡 

幹事（協会） 山口 富子 九州工業大学 福岡 

監 事 秋山 哲也 九州工業大学 福岡 

監 事 玉井 富士夫 （公財）佐賀県地域産業支援センター 佐賀 

 黒木 博憲 KUROKI Art for Space Office 福岡 

 谷野 忠和 久留米工業高等専門学校 福岡 

 西尾 一政 九州工業大学 名誉教授 福岡 

 二保 知也 九州工業大学 福岡 

 東 和彦 株式会社しろみず 福岡 

 森園 靖浩 久留米工業高等専門学校 福岡 

 坂本 幸宏 株式会社名村造船所 佐賀 

 杉村 忠士 三菱重工業株式会社 長崎 

 松井 正数 三菱重工業株式会社 長崎 

 矢島 浩 矢島材料強度研究所 長崎 

 安部 正光 日立造船株式会社 熊本 

 外本 和幸 熊本大学 熊本 

 緒方 洋典 株式会社臼杵造船所 大分 

 河津 英幸 株式会社三井 E&S 鉄構エンジニアリング 大分 

 土井 猛志 都城工業高等専門学校 宮崎 

 鳥越 清 宮崎県溶接協会相談役 宮崎 

 瀬知 啓久 鹿児島県工業技術センター 鹿児島 

 東 雄一 鹿児島工業高等専門学校 鹿児島 

 津村 卓也 沖縄工業高等専門学校 沖縄 

 松田 昇一 琉球大学 沖縄 
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別紙 2  

 

一般社団法人  溶接学会九州支部  規約  

 昭和 55 年 6 月 4 日 一部改定  

昭和 58 年 9 月 6 日 一部改定  

  平成 8 年 5 月 10 日 一部改定  

平成 11 年 6 月 8 日 一部改定  

 

 

第1条 当支部は溶接学会九州支部と称する． 

第2条 当支部の事務所は支部長の所在地に置く． 

第3条 当支部会員は福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，熊本県，宮崎県，鹿児島県及び沖縄県に 

在住の溶接学会会員とする． 

第4条 当支部に役員として，支部長，幹事，監事及び商議員を置く．  

1) 支部長は，商議員の互選によって選出する． 

2) 支部長は，監事2名と幹事若干名を商議員の中から委嘱する．  

3) 商議員は30名以内とし，支部会員の互選によって選出する． 

第5条 支部長は支部を代表し，会務を総括する．  

幹事は支部長を補佐して，会務を処理する．  

商議員は重要な会務を評議する． 

第6条 当支部に顧問をおくことができる．  

顧問は商議員会を経て，支部長が委嘱する． 

顧問は，商議員会で意見を述べることができる．  

第7条 役員の任期は1期2年とし，重任しても差支えない． 

第8条 当支部は次の事業を行う．  

1) 講演会，座談会，講習会の開催  

2) 見学会の開催  

3) その他，溶接技術の向上に適当と認められる事業 

第9条 支部の事業を遂行するため，支部総会，商議員会及び幹事会を開催する．  

商議員会及び幹事会は必要に応じて，支部長が招集する． 

第10条 支部の事業年度は毎年3月1日に始まり，翌年2月末日に終る．  

支部総会は毎年1回開き，諸般の報告及び必要な議事を審議する．  

商議員会において必要と認めたときは，臨時総会を開催する． 

第11条 支部総会及び商議員会の議決は，出席会員の過半数によるものとする． 

第12条 支部総会，商議員会及び幹事会の議事は議事録に記録して保存する． 

第13条 支部総会及び商議員会の議決事項，並びに各年度予算及び決算は，総会終了後すみやかに，

溶接学会会長に報告しなければならない．  

第14条 当支部の経費は，溶接学会の支部交付金及び寄付金等によって支弁する． 

第15条 本規約の改訂に際しては，支部総会において出席会員の3分の2以上の同意を得るとともに，

溶接学会会長の承認を得なければならない． 
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別紙 3  

 

 

商議員選挙内規 

 

     2004 年 7月 16 日 制定   

2020 年 7月 10日 一部改訂 

 

 

 

 

第 1条 商議員選挙の選挙管理者は支部長とする． 

 

 

第 2条 商議員の総定数は 30名とする． 

 

 

第 3条 商議員の選出方法は以下による． 

 

(1) 商議員候補者の所属組織を県別に分類し，各県から最低二名の商議員を得票の多い順に選

出する．（合計 16 名） 

 

(2) 残り 14 名のうち 9 名は所属県に関わらず得票の多い順に選出する． 

 

(3) 残り 5 名は支部長指名により決定するが，所属機関が分類される県から選出された商議員

が 2名に満たない場合は，原則として 2名になるように指名する．なお，この残り 5名の

商議員は候補者に関係なく支部長が提案し，先に確定した 25名の商議員会にて投票し，

過半数の賛成を得たものを商議員に任命する． 

 

 

第 4 条 商議員選挙内規改訂に際しては，商議員会において出席会員の 3分の 2以上の同意を得なければな

らない． 

 

 


