
平成26年度 計算科学技術部会 
 

第12回部会表彰式 
 

および 

 
第17回全体会議 

2015年3月20日（金） 12:00～13:00 
於 茨城大学 日立キャンパス 



部会規約改正 

2 



計算科学技術部会規約改正（案） 

• 現行の規約では、部会学生優秀講演賞は
「～学生を対象とし、～」とあるが、受賞時に
は卒業している場合もある。より広く原子力計
算科学分野における若手研究者を活性化す
るために、規約の改正を提案。 
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現行 

第３条 部会賞に下記賞を設ける。 

（５）部会学生優秀講演賞：計算科学技術分野において，他の模範となる講
演を行った学生を対象とし，毎年4名程度とする。学会「春の年会」あるいは
「秋の大会」での計算科学技術セッション（区分コード307-1）で口答発表して
いることを条件とする。(注：2014年春の年会より区分コードが変更になりまし
た） 
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改正案 

第３条 部会賞に下記賞を設ける。 

（５）部会学生優秀講演賞：計算科学技術分野において，他の模範となる講
演を行った学生（講演時）を対象とし，毎年4名程度とする。学会「春の年会」
あるいは「秋の大会」での計算科学技術セッション（区分コード307-1）で口答
発表していることを条件とする。(注：2014年春の年会より区分コードが変更
になりました） 

計算科学技術部会規約改正（案） 



日本原子力学会計算科学技術部会 

Computational Science & Engineering Division 

平成26年度部会賞表彰式 

○部会功績賞  高木 敏行 
  （第1回：矢川元基、第6回：竹田敏一、第7回：ニノ方壽、第8回：岡 芳明、第9回：内藤 正則、第10回：笠原 文雄、第11回：功刀   

   資彰） 

○部会業績賞  山口 彰 
  （第1回：町田昌彦、第8回：吉村忍、第9回：守田 幸路、第10回：越塚 誠一、大島 宏之、第11回：内田 俊介） 

○部会ＣＧ賞  小野寺 直幸 
  （第2回：高瀬和之、吉田啓之、小瀬裕男、第3回：田中伸厚、第6回：西田明美、新谷文将、第8回：小瀬裕男、田中正暁、 

   第10回：中瀬 正彦、宮村 浩子、第11回：河村 拓馬、竹島 由里子） 

○部会奨励賞  河村 拓馬 
  （第1回：宋武燮、坂口紀史、田中伸厚、第3回：劉傑 、第5回：酒井幹夫、第6回：伊藤啓、宇井淳、第7回：山田知典、 

   第8回：宮村浩子、鵜沢憲、第9回：高田 孝、巽 雅洋、横山 賢治、第10回：櫛田 慶幸、第11回：沖田 泰良、羽間 収、 

   Guo Liancheng） 

○部会功労賞  該当者なし 
  （第3回：白川典幸、羽間収） 

○部会学生優秀講演賞 西尾 慶太、石原 雅崇 
  （第7回：小瀬裕男、第8回：Xiong Jinbiao、下川辺隆史、斎藤誠紀、第10回：中瀬 正彦、恒吉 達矢、第11回：浅利 圭亮、 

   後藤 和哉） 5 



日本原子力学会計算科学技術部会 
Computational Science & Engineering Division 

 

平成26年度計算科学技術部会功績賞 

高木 敏行氏（東北大学 流体科学研究所） 

 
「原子力工学における電磁場の計算科学技術に関する
卓越した研究成果及び計算科学技術部会への貢献」 

(Excellent Research Activities on Computational Science 
and Engineering of Nuclear Engineering Electro-
Magnetics and Contribution to CSED) 
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山口 彰氏（東京大学大学院 原子力専攻） 

 
「計算科学技術を用いたナトリウム冷却高速炉の伝熱
流動現象の解明」 

(Application of computational science and technology to 
thermal hydraulics phenomena in sodium cooled fast 
reactor) 

 

日本原子力学会計算科学技術部会 
Computational Science & Engineering Division 

 

平成26年度計算科学技術部会業績賞 
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小野寺 直幸氏 
（東京工業大学  学術国際情報センター） 

 
「格子ボルツマン法を用いた都市部における大規模気
流シミュレーションの可視化」 

(Visualization of LES wind simulation for large-scale 
urban area using the lattice Boltzmann method) 

 

日本原子力学会計算科学技術部会 
Computational Science & Engineering Division 

 

平成26年度計算科学技術部会ＣＧ賞 



河村 拓馬氏（日本原子力研究開発機構） 
 

「粒子ベースボリュームレンダリングによる“京”におけ
る大規模計算データの遠隔可視」 

（ Remote Visualization of Large-scale Simulation Results 
on K-computer using Particle-based Volume 
Rendering ） 

 

日本原子力学会計算科学技術部会 
Computational Science & Engineering Division 

 

平成26年度計算科学技術部会奨励賞 



西尾 慶太氏 
（東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 

（現：三井住友信託銀行）） 
「軽水炉炉内構造材料を対象とした照射下微細組織-機
械的特性変化相関モデル構築に関する研究」 

(Evaluation of change in mechanical properties based on 
the irradiation-induced microstructure for austenitic 
stainless steels) 

 

日本原子力学会計算科学技術部会 
Computational Science & Engineering Division 

 

平成26年度計算科学技術部会 

学生優秀講演賞 
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石原 雅崇氏 
（東京大学工学部システム創成学科 
（現：NTTデータ先端技術株式会社）） 

 

「オーステナイト鋼における空孔型欠陥集合体安定形
状の解明に関する研究」 

(Evaluation and predictions for behaviors of vacancy-
type lattice defect in austenitic steels) 

 

日本原子力学会計算科学技術部会 
Computational Science & Engineering Division 

 

平成26年度計算科学技術部会 

学生優秀講演賞 



平成26年度計算科学技術部会 全体会議 
第17回議事次第  

茨城大学2015年3月20日(金) 12時～13時 
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1. 部会長挨拶 山本部会長 

2. 小委員会活動報告と年次度活動計画 

a. 総務 西田委員長 

b. 企画 伊藤委員長 

c. 広報 巽 委員長 

d. 出版・編集 町田委員長 

e. 経理 秋葉委員長 

f. 表彰 山本委員長 

3. 次期役員選出 山本部会長 

4. その他 

5. 次期部会長挨拶 



1. 部会長挨拶 
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2. 小委員会活動報告と次年度活動計画 
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a. 総務 （西田委員長） 

b. 企画 （伊藤委員長） 

c. 広報 （巽 委員長） 

d. 出版・編集 （町田委員長） 

e. 経理 （秋葉委員長） 

f. 表彰 （山本委員長） 



H26年度活動報告 

 

メンバー 

【総務小委員会】（1/9） 
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西田 明美  (JAEA)  委員長 

佐々 成正  (JAEA) 

藤原 大資  (テプシス) 

羽間 収 (CTC) 



運営委員会開催 
 第一回 

 日時：H26年5月23日(金) 13:30-15:30 

 内容：活動方針の確認、春の年会における表彰報告、 秋の大会における部会
企画・運営の検討 

 第二回 
 日時：H26年8月22日(金) 10:00-12:00 

 内容：各種共催・企画イベント等、秋の大会全体会議準備、 部会賞について 

 第三回 
 日時：H27年1月7日（火） 10:30-12:00 

 内容：部会賞の承認、 春の年会における部会企画・運営の検討、フェロー推薦 

 第四回 
 日時：H27年3月11日（水） 10:00-12:00 

 内容：春の年会全体会議準備、次年度秋の大会における部会企画・運営の検
討、次年度体制について 

【総務小委員会】（2/9） 
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第16回全体会議開催 

日時：2014年9月8日(月) 12:00-13:00 

場所：京都大学吉田キャンパス 

式次第 
1. 部会長あいさつ（山本部会長） 

2. 各小委員会からの上期活動報告と下期活動計画 

3. 共催・協賛・後援の報告 

4. 告知等 
○ 企画セッション 

 ９月８日(月)１３:００〜１４:３０  

 「シミュレーション可視可技術の最前線」  

○ 一般セッション 

 ９月８日(月)１４:４０〜 

○ 新型炉部会セッション（計算科学関連） 

 ９月１０日(水)１３:３０〜１４：３０ 

【総務小委員会】（3/9） 
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 第17回全体会議開催 
 日時：2015年3月20日(金) 12:00-13:00 

 場所：茨城大学日立キャンパス 

 式次第 

1. 部会賞表彰式 

2. 部会長挨拶  （山本部会長） 

3. 小委員会活動報告と次年度活動計画 

a. 総務  （西田委員長）  

b. 企画  （伊藤委員長）  

c. 広報  （巽委員長）  

d. 出版・編集  （町田委員長）  

e. 経理  （秋葉委員長）  

4. 次期役員選出     （山本部会長）  

5. その他 

6. 次期部会長挨拶 

【総務小委員会】（4/9） 
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 春の年会：計算科学技術（計算科学技術） 

   3月20日（金） 10:50～12:00  座長（原子力機構）中島憲宏 

I01 FEM ジョイント要素を用いた不連続面を含む岩盤の解析的検討 

 (構造計画研) 三橋祐太，内山不二男，(東大) 橋本学，○奥田洋司 

I02 ガス巻込み現象の直接数値解析に向けた手法の開発（7）； 

Manufactured Solution を用いたコード検証 

 (JAEA) ○伊藤啓，大島宏之，(京大) 刀資彰 

I03 粒子ベースボリュームレンダリングを利用したマルチフィジック 

スデータ向け可視化のための高速な粒子生成手法 

 (JAEA) ○河村拓馬，井戸村泰宏，宮村浩子，武宮博 

I04 イオン加速器連結STM を用いたAu 表面欠陥挙動解析による極 

限環境下分子シミュレーションの妥当性評価 

 (東大) ○平林潤一，佐藤元洋，村上健太，沖田泰良 

【総務小委員会】（5/9） 
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【総務小委員会】（6/9） 
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 春の年会：計算科学技術（破壊試験と数値解析） 

   3月20日（金） 14:40～16:05  座長（東京大学）笠原直人 

I05 極限荷重に対する原子炉構造物の破損メカニズム解明と破局的破壊
防止策；（1）全体計画 

 (東大) ○笠原直人，(防災科技研) 中村いずみ，(テプシス) 町田秀夫，
(CTC) 中村均 

I06 ；（2）極限荷重下における平板破壊現象の観察 

 (東大) ○桂也真人，國府田敏明，堀籠達也，出町和之，笠原直人 

I07 ；（3）極限荷重下の破壊メカニズム解明のための解析的検討 

 (テプシス) ○小川博志，嘉村明彦，町田秀夫，(東大) 笠原直人 

I08 ；（4）局部破損に対する構造不連続部の影響検討 

 (テプシス) ○嘉村明彦，小川博志，町田秀夫，(東大) 笠原直人 

I09 ；（5）炭素鋼構成式と配管要素の非弾性解析 

 (CTC) ○岩田耕司，唐木田泰久，金伝栄，中村均，(東大) 笠原直人 

 



【総務小委員会】（7/9） 
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 春の年会：計算科学技術（プラント解析技術） 
   3月20日（金） 16:05～18:00  座長（原子力機構）伊藤 啓 

I10 構造解析解の確かさ推定 
 (JAEA) ○中島憲宏，西田明美，川上義明，鈴木喜雄 
I11 フラジリティ評価における不確実さの定量化のための感度解析 
 (JAEA) ○西田明美，(東大) 糸井達哉，高田毅士，(東京都市大) 古屋治，村

松健 
I12 ブローアウトパネルを用いたBWR 建屋水素ベントの評価モデル 
 (東大) ○近藤雅裕，(電中研) 米田公俊，西義久，稲田文夫 
I13 原子力施設の耐震シミュレーションのV&V に向けた観測データの取り扱い 
 (JAEA) ○鈴木喜雄，川上義明，中島憲宏 
I14 原子力発電所のシステム安全評価のためのレジリエンス指標の提案 
 (東大) ○出町和之，鈴木正昭，村上健太，糸井達哉，笠原直人，(法政大) 宮

野廣，(阪大) 中村隆夫，(INSS) 釜谷昌幸，(AESJ) 荒井滋喜，(保全学会) 山口
篤憲，(三菱総研) 松本昌昭 

I15 東日本大震災による津波を模擬した福島第一原子力発電所1号機タービン建屋
の浸水解析 

 (東大) ○室谷浩平，越塚誠一，(プロメテック・ソフトウェア) 永井英一，藤澤智
光，(構造計画研) 安重晃 

I16 MD 法を用いたBWR 炉内構造材中に形成する照射下微細組織と転位の相互作
用に及ぼす材料物性の影響評価 

 (東大) ○林祐二郎，沖田泰良，西尾慶太，(JAEA) 板倉充洋 

 



 共催 
 第26回CCSEワークショップ 
 「複雑現象シミュレーション技術の最前線」開催 

概要 
日時：H27年 2月26日（木） 
会場：東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト１階多目的ホール 
参加者：41名 

 SNA+MC2015（次年度） 
概要 

開催日：H27年4月19日（日）～23日（木） 
会場：Nashville, Tennessee, USA 

 後援 
 SMiRT23（次年度） 

概要 
開催日：H27年 8月10日（日）～14日（金） 
会場：Manchester, UK 

【総務小委員会】（8/9） 
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H27年度活動計画 

運営委員会開催 

年4回程度 

第18回全体会議開催(秋の大会・静岡大学静岡
キャンパス・H27年9月) 

第19回全体会議開催(春の年会・東北大学川内
キャンパス・H28年3月) 

共催・後援等 

 SNA+MC2015、SMiRT23等 

 JAEA CCSE WS等  

その他 

 

【総務小委員会】（9/9） 

23 



【表彰小委員会】 

26年度活動報告 

 H26年度の部会賞の公募 
H27年1月7日に表彰小委員会を開催 
部会功績賞1名、部会業績賞1名、部会CG賞1名、部会奨励賞1名、部会学生優
秀講演賞2名の候補者を決定 

 

27年度活動計画 

 H27年度の部会賞の公募 
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【企画小委員会】（1/6） 
26年度下期活動報告 
 

 
部会等運営委員会 
原子力学会企画セッション・一般セッション 
若手交流フォーラム 
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【企画小委員会】（2/6） 

 メンバー 

・伊藤 啓(原子力機構)：委員長 

            部会等運営委員会委員 

・田中 伸厚(茨城大学) 

・光安 岳(日立製作所)：プログラム編成委員 
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【企画小委員会】（3/6） 
【1】部会等運営委員会 
 

開催実績 
平成26年度第1回：平成26年8月8日 
 －H26秋の大会関係 
 －H26予算確認 
平成26年度第2回：平成26年11月11日 
 －H26秋の大会関係（総括） 
 －H27春の年会関係 
 －H27年度予算配分 
  

大会プログラム編成 
分野307-1 リーダー：光安 岳（日立） 

 

情報提供 
地震リスク評価セッション（会長記者会見） 
計算科学技術部会の活動概要（学会誌） 27 



【企画小委員会】（4/6） 
【2】原子力学会企画セッション・一般セッション 

部会企画セッション(2015年春の年会) 

 「シミュレーションの信頼性確保のためのガイドラインの策定」 

 会場・日時：I会場、3/20 13:00-14:30（本全体会議後） 

 座長：（規制庁）笠原 文雄 

  (1) ガイドライン策定の経緯  （東芝）中田 耕太郎 

  (2) ガイドラインの紹介 （規制庁）工藤 義朗  

  (3) 国内外のガイドライン策定に係る現状 （原子力機構）田中 正暁 

 

 概要：最先端のシミュレーション技術の世界的な動向として、信頼性の確保にかかわるガイ
ドや標準を作成する動きが活発になっている。我が国でも、福島事故の教訓としてシミュ
レーション技術の重要性が再度認識されており、世界最高水準の原子力安全の実現を支援
するためのシミュレーション技術基盤の整備が望まれている。このため、計算科学技術部
会では、シミュレーションの信頼性ワーキンググループを設置し、核、熱流動及び構造分
野でのシミュレーション信頼性確保に関する議論を行っている。本セッションでは、「シ
ミュレーションの信頼性確保のためのガイドライン」の基本的な考え方とモデルV&Vやシ
ミュレーションの予測性能の考え方について講演する。 28 



【企画小委員会】（5/6） 
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【2】原子力学会企画セッション・一般セッション 
部会一般セッション(2015年春の年会) 

  会場・日時：I会場、3/20 10:50-18:00（終日） 

 ・計算科学技術：10:50～12:00（発表4件、I01-I04） 

 ・破壊試験と数値解析：14:40～16:05（発表5件、I05-I09） 

 ・プラント解析技術：16:05～18:00（発表7件、I10-I16） 

  

   参考： 2013年秋の大会：発表6件（J01-J06） 
    2014年春の年会：発表11件（L28-L38） 
    2014年秋の大会：発表13件（H08-H20） 



【企画小委員会】（6/6） 
【3】若手交流フォーラム（主催：熱流動部会） 
  会 場：京都大学吉田キャンパス（京都府京都市左京区吉田本町） 
  見学先：日本原子力研究開発機構 高速増殖炉研究開発センターもんじゅ 
      株式会社 原子力安全システム研究所 
  会 期：2014年9月10日（水）～11日（木） 
   

  ・熱流動部会からの提案を受けて本年度から共催 
  次年度以降も継続予定 
 

  ・計算部会からの参加者への旅費・参加費の補助（5万円程度，1名程度） 

     東京大学 國府田敏明氏 
 

  ・計算科学技術部会提案の講演会 
     タイトル：教育用FBRプラント設計プログラムの紹介 
     講師 高橋忠男氏（FBR高等研究所） 
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【広報小委員会】（1/4） 
メンバー 

 
巽 雅洋 （原燃工）：委員長 

桐村一生  （三菱重工） 

高田 孝 （阪大） 



【広報小委員会】（2/4） 
 WEBサイトにおける情報発信（計10件） 

・ニュースレター22号掲載 

・平成25年度部会賞表彰式及び全体会議 

・第１１回（平成25年度）部会賞 贈賞報告 

・日本原子力学会2014年春の年会  
企画セッション報告  

・2014年春の大会 計算科学技術 
一般セッション 

・平成26年度部会長挨拶  

・平成26年度運営委員会の更新と 
平成25年度運営委員会議事録の掲載 

・日本原子力学会2014年秋の大会講演 
プログラムのご案内 

・第12回(2014年度)部解消受賞候補者の 
募集 

・【報告】日本原子力学会2014年秋の 
大会 企画セッション 

 
 

  

 

http://csed.sakura.ne.jp/ 

計算科学技術部会 計算科学技術部会 検索 

又は 



【広報小委員会】（3/4） 
メーリングリストを用いた情報発信 （計２８件） 
・計算科学技術部会ニュースレター22号掲載のお知らせ 

・原子力学会秋の大会の申し込み迫る！ 

・Final Call for Papers: CST& ECT Confs: Naples: Sept 2014 

・第63回理論応用力学講演会 「OS8 連成現象・複合現象のシミュレーショ」のご
案内 

・学会事故調最終報告書付録の学会HP掲載のお知らせ 

・【講演申込延長】 第63回理論応用力学講演会のご案内 

・平成26年度部会長ご挨拶および運営委員の更新のお知らせ 

・第12回FrontISTR研究会(8/5)のご案内 AESJ  

・第２回若手交流フォーラム開催案内 

・日本原子力学会 秋の大会 計算科学技術部会 全体会議、部会セッション、
一般セッションのお知らせ 

・第12回（2014年度）部会賞受賞候補者推薦の募集 

・計算科学技術部会 懇親会のご案内 

・OECD/NEA Data Bankによる計算コード収集配布事業に関するアンケート 

・【報告】日本原子力学会2014年秋の大会 企画セッション 

 
 

  

 



【広報小委員会】（3/4） 
メーリングリストを用いた情報発信（つづき）（計２８件） 
・SMiRT 23国際会議アブストラクト募集のお知らせ 

・【開催案内】 第15回FrontISTR研究会 

・ HPC利活用現状認識アンケート調査について 

・第9回ADVENTURE定期セミナーの参加者募集のお知らせ 

・SMiRT23のご案内と投稿のお願い（アブストラクトを１０月末まで） 

・M&C+SNA+SC2015 論文投稿〆切延長のお知らせ 

・Call for Papers: PARENG2015: Dubrovnik, Croatia, 24-27 March 2015 

・日本原子力学会 2015年春の年会 

・【開催案内】 第16回FrontISTR研究会 

・OECD/NEA Data Bankによる計算コード収集配布事業に関するアンケート 

・「ＣＡＥ計算環境研究会 第２回オープンワークショップ（3月5日）のご案内 
AESJ」 

・第26回CCSEワークショップの開催について（ご案内） 

・第17回FrontISTR研究会(3/23)のご案内 

・懇親会のご案内 

 
 



【広報小委員会】（4/4） 

今後の活動予定 

 WEBサイト/MLを活用したタイムリーな情報発信 

 ・ニュースレター、委員会報告、国際会議案内 

  ・企画セッション報告 

 ・ＷＧ活動報告 

  ・部会賞の告知および募集案内 

 ・英語コンテンツの充実 

 



【出版・編集小委員会】 （1/5） 

メンバー 

・町田昌彦（日本原子力研究開発機構）：委員長 

・田中正暁 (日本原子力研究開発機構) 

・村上貴裕 (電力中央研究所） 

・田村明紀（日立製作所）  

・山下晋 (日本原子力研究開発機構) 
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【出版・編集小委員会】（2/5） 
26年度活動報告（その1） 

○計算科学技術部会ニュースレター編集と出版 

23号目次 
● 巻頭言「計算科学技術部会長挨拶」（山本先生） 
● 2013年度・計算科学技術部会贈賞報告 
● 2014年秋の年会・計算科学技術部会全体会議案内  
● 2014年秋の年会・計算科学技術部会一般セッション開催案内 
● 行事案内 
○その他協賛行事（年間行事予定） 
● 一言一語 
〇「第一原理計算が明らかにするセシウム高選択吸着材ゼオライトの
物性」（原子力機構中村博樹氏） 
● 編集後記 
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【出版・編集小委員会】（3/5） 
26年度活動報告（その2） 

24号目次 5月刊行予定（編集中） 
● 巻頭言「計算科学技術部会長挨拶」 
●一言一語 
「仮題：耐震に関する計算科学からのアプローチ」（都市大・村松先生） 
● 編集後記  
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【出版・編集小委員会】（4/5） 



40 

27年度活動計画 

 ニュースレターの発行(年２回) 

      ・計算科学技術部会表彰報告 

 ・計算技術部会企画セッションの報告 

 ・研究専門委員会活動報告 

 ・平成27年度計算科学技術部会役員紹介 

 ○第25号担当予定：未定 

 ○第26号担当予定：未定 

 
  

【出版・編集小委員会】（5/5） 
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経理小委員会 
会計報告 

 
 
 

H27年3月20日 
 
 
 

経理担当 
(株)アライドエンジニアリング 秋葉博 



*1: HP運営のためのサーバーレンタル料 
*2: 表彰盾 
*3: 秋の大会総会講演者への謝金 

平成27年3月20日 
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項目 H26年度予算 本日現在 差額 

前年度繰越金 317,462  317,462  0  
収入       

部会配布金 167,000  167,000  0  
収入計 167,000  167,000  0  

支出       

通信運搬費*1 20,000  5,207  14,793  
消耗品*2 26,000  9,806  16,194  
一般外注経費 56,000    56,000  
諸謝金*3 60,000  146,498  ▲86,498  
支出計 162,000  161,511  489  

本部返納額 5,000  5,000  0  

H26年度決算見込み 

 

経理小委員会(2/4) 



H27年度予算 
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平成27年3月20日 

項目 上期 下期 小計 内訳 
前年度繰越金 317,462    317,462    
収入     0    
本部配布金 157,000    157,000    
収入計 157,000    157,000    

支出         
臨時雇賃金支出         
会議(会場)費支出         
旅費交通費支出         
通信運搬費支出 20,000    20,000  レンタルサーバー 
消耗品費支出 13,000  13,000  26,000    
一般外注経費支出   21,000  21,000  印刷，コピー 
委託費支出     0    

諸謝金支出   90,000  90,000  熱流動部会若手交流
セミナーへの共済金 

本部回収額支出     0    
支出計 33,000  124,000  157,000    

収支差額 124,000  33,000  0    

経理小委員会(3/4) 
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 H27年度予算書は，本部の方針により記載項目がやや
細かくなったうえ，上期，下期に分けてあります。 

計算科学技術部会の会員数はつぎの通りです。 
 H25年10月1日現在 264名 
 H26年10月1日現在 254名 
 会員数の減少により，H27年度の配布金は前年度と比

べ減額となりました。 
 H26年度 167,000円 
 H27年度 157,000円 

経理小委員会(4/4) 



3. 次期役員選出（1/2） 

部会長 笠原 直人 （東京大学） 

副部会長 大塚 雅哉 （日立製作所） 

副部会長 西田 明美 （原子力機構） 

副部会長 巽 雅洋 （原子力エンジニアリング） 
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3. 次期役員選出（2/2） 
総務小委員会   西田 明美    （原子力機構） 

企画小委員会  伊藤 啓 （原子力機構） 

広報小委員会  高田 孝  （大阪大学） 

出版・編集小委員会   町田 昌彦  （原子力機構） 

経理小委員会  光安 岳  （日立製作所） 

表彰小委員会  笠原 直人 （東京大学） 

部会等運営委員会委員  伊藤 啓 （原子力機構） 



4. その他 
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5. 次期部会長挨拶 
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以 上 

次年度も引き続き部会活動にご協力 
賜りますようお願い申し上げます。 
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