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１１１１号議案号議案号議案号議案．．．．2007200720072007年活動報告年活動報告年活動報告年活動報告

� 施設見学会
� 総務省関東総通三浦電波監視センター（2007.7.27）

� JAXA地球観測センター（2007.10.26）

� 講演会
� 第１回：平田康夫氏 KDDI研究所会長

『『『『衛星通信衛星通信衛星通信衛星通信のおのおのおのお陰陰陰陰でででで』』』』（（（（SSPISSPISSPISSPI殿堂賞記念講演殿堂賞記念講演殿堂賞記念講演殿堂賞記念講演））））

� 第２回：石井光夫氏 総務省関東総通三浦電波監視センター長

『『『『電波監視電波監視電波監視電波監視のののの歴史歴史歴史歴史とととと役割役割役割役割』』』』

� 第３回：中西功氏 JAXA宇宙利用推進本部地球観測センター主任研究員

『『『『地球観測地球観測地球観測地球観測センターセンターセンターセンターのののの役割役割役割役割とととと地球観測衛星地球観測衛星地球観測衛星地球観測衛星ののののデータフローデータフローデータフローデータフロー』』』』

『『『『地球観測地球観測地球観測地球観測データデータデータデータのののの解析事例解析事例解析事例解析事例』』』』

樋口敏夫氏 JAXA宇宙利用推進本部衛星利用推進センター主幹開発員

『『『『超高速超高速超高速超高速インターネットインターネットインターネットインターネット衛星衛星衛星衛星（（（（WINDSWINDSWINDSWINDS））））のののの利用計画利用計画利用計画利用計画についてについてについてについて』』』』

� 学生の支援・交流活動
� UNISEC会員継続、宇宙開発フォーラム（SDF）協賛

� SSPI NEWS（No.34）の発行 ※協会公式ウェブサイト掲載
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２２２２号議案号議案号議案号議案．．．．2007200720072007年会計及年会計及年会計及年会計及びびびび監査報告監査報告監査報告監査報告（（（（1/21/21/21/2））））

� 2007年収支報告（2007年1月1日～2007年12月31日）

� 当期収入：672,725672,725672,725672,725円円円円（前年度831,047円）【賛助会員から正会員への登録変更、正会員数減少が主な要因】

� 当期支出：838,855838,855838,855838,855円円円円（前年度1,785,998円）【SSPI米国本部納入金見直し、HP運営費削減等が主な要因】

� 当期損失：▲▲▲▲166,130166,130166,130166,130円円円円（前年度▲954,951円）【期初予算の計画値▲590,241円に対し424,111円の上方修正】

（2007年収支の予算・実績対比）

科目科目科目科目 予算予算予算予算 実績実績実績実績 差異差異差異差異
年会費 \638,000 \501,000 \-137,000
利息収入 \0 \725 \725
懇親会会費 \207,000 \171,000 \-36,000
雑収入 \0 \0 \0

当期収入合計当期収入合計当期収入合計当期収入合計 \845,000\845,000\845,000\845,000 \672,725\672,725\672,725\672,725 \-172,275\-172,275\-172,275\-172,275
会合開催経費（会場費等） \100,000 \138,078 \38,078
会合開催経費（懇親会補助費等） \450,000 \356,369 \-93,631
協賛金、会費、講演会経費 \220,000 \169,345 \-50,655
SSPI米国本部納入金(2007年見込調整分) \0 \-267,878 \-267,878
SSPI米国本部納入金(2008年分） \369,241 \184,240 \-185,001
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 \256,000 \244,230 \-11,770
通信運搬費（郵送費） \10,000 \0 \-10,000
振込手数料等 \20,000 \11,379 \-8,621
雑費及び消耗品費等 \10,000 \3,092 \-6,908

当期支出合計当期支出合計当期支出合計当期支出合計 \1,435,241\1,435,241\1,435,241\1,435,241 \838,855\838,855\838,855\838,855 \-596,386\-596,386\-596,386\-596,386
当期収支差額当期収支差額当期収支差額当期収支差額 \-590,241\-590,241\-590,241\-590,241 \-166,130\-166,130\-166,130\-166,130 \424,111\424,111\424,111\424,111

収入収入収入収入

支出支出支出支出
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２２２２号議案号議案号議案号議案．．．．2007200720072007年会計及年会計及年会計及年会計及びびびび監査報告監査報告監査報告監査報告（（（（2/22/22/22/2））））

� 資産残高

資産残高資産残高資産残高資産残高

2006年12月31日｜ 3,829,690円

2007年12月31日｜ 2,946,680円

郵便貯金 2,783,650円

銀行預金 162,982円

現金 48円

06060606 07070707

(2006/12/31) (2007/12/31)

\0 \48 \48

\2,771,650 \2,783,650 \12,000

\1,058,040 \162,982 \-895,058

\3,829,690 \2,946,680 \-883,010

\0 \0 \0

\0 \0 \0

\3,829,690\3,829,690\3,829,690\3,829,690 \2,946,680\2,946,680\2,946,680\2,946,680 \-883,010\-883,010\-883,010\-883,010

\0 \0 \0

\1,009,184 \292,304 \-716,880

\0 \0 \0

\1,009,184 \292,304 \-716,880

\0 \0 \0

\0 \0 \0

\1,009,184\1,009,184\1,009,184\1,009,184 \292,304\292,304\292,304\292,304 \-716,880\-716,880\-716,880\-716,880

\2,820,506\2,820,506\2,820,506\2,820,506 \2,654,376\2,654,376\2,654,376\2,654,376 \-166,130\-166,130\-166,130\-166,130

\2,820,506\2,820,506\2,820,506\2,820,506 \2,654,376\2,654,376\2,654,376\2,654,376 \-166,130\-166,130\-166,130\-166,130

\3,829,690\3,829,690\3,829,690\3,829,690 \2,946,680\2,946,680\2,946,680\2,946,680 \-883,010\-883,010\-883,010\-883,010

（比較貸借対照表：2007年12月31日時点）
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３３３３号議案号議案号議案号議案．．．．2008200820082008年活動計画年活動計画年活動計画年活動計画

� 総会 ：年１回（2009年２～３月頃）

� 役員会 ：年４回開催（予定）

� 施設見学会 ：年２回開催（予定）

� 講演会 ：年３回開催（予定）

� 学生支援活動 ：UNISEC賛助会員継続、SDF協賛、施設見学会等への学生招待

� 協会PR活動 ：SSPI NEWS発行（Web掲載）、月刊『B-maga』活動報告記事掲載

役員会

講演会

施設見学会

総会 07年 総会

第一回役員会

第一回講演会

第二回役員会 第三回役員会

第二回講演会

第一回見学会

第四回役員会

第三回講演会

第二回見学会

08年 総会

08年 第一回役員会

09年 第一回講演会

SSPI NEWS HP掲載

協会HP掲載 活動報告/予告

原稿作成

5月 7月 8月 9月 10月 2009年1月～

総会報告 活動報告/予告

B-maga掲載 総会報告/協会紹介 活動報告

12月

指名委員会 委員選任 委員会（メール開催） 新役員候補リスト承認 新役員選任

6月

学生支援交流 SDF協賛SDF/UNISEC招待 SDF/UNISEC招待 SDF/UNISEC招待

活動予告

4月
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４４４４号議案号議案号議案号議案．．．．2008200820082008年収支計画年収支計画年収支計画年収支計画

科目科目科目科目 2008200820082008年予算案年予算案年予算案年予算案 2007200720072007年実績年実績年実績年実績 差異差異差異差異
年会費　（注１） \519,000 \501,000 \18,000
利息収入 \0 \725 \-725
懇親会会費　（注２） \180,000 \171,000 \9,000
雑収入 \0 \0 \0

当期収入合計当期収入合計当期収入合計当期収入合計 \699,000\699,000\699,000\699,000 \672,725\672,725\672,725\672,725 \26,275\26,275\26,275\26,275
会合開催経費（会場費等） \150,000 \138,078 \11,922
会合開催経費（懇親会補助費等） \400,000 \356,369 \43,631
協賛金、会費、講演会経費 \170,000 \169,345 \655
SSPI米国本部納入金（見込調整分） \0 \-267,878 \267,878
SSPI米国本部納入金　（注３） \184,240 \184,240 \0
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 \250,000 \244,230 \5,770
通信運搬費（郵送費） \10,000 \0 \10,000
振込手数料等 \12,000 \11,379 \621
雑費及び消耗品費等 \10,000 \3,092 \6,908

当期支出合計当期支出合計当期支出合計当期支出合計 \1,186,240\1,186,240\1,186,240\1,186,240 \838,855\838,855\838,855\838,855 \347,385\347,385\347,385\347,385
当期収支差額当期収支差額当期収支差額当期収支差額 \-487,240\-487,240\-487,240\-487,240 \-166,130\-166,130\-166,130\-166,130 \-321,110\-321,110\-321,110\-321,110

収入収入収入収入

支出支出支出支出

（注１）2007年12月時点における加入・退会通知の状況（正会員36名、正会員非登録会員17名、賛助会員5名）を基に算定。

（注２）３千円/人×２０名×３回と想定。

（注３）USD1,600/SSPI登録会員50名未満＠115.15と想定。

� 2008年予算（案）
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会長 大和久 徹（B-SAT）

副会長 矢橋 隆（NHK）

副会長 風神 裕（三菱電機）

事務局長 松藤 浩一郎（SCC）

事業部長 西 泰樹（NTTドコモ）

事業部長 上野 晋（JSAT）

財務部長 當時久保範一（SCC）

国際部長 河合 宣行（KDDI）

会計監査人 藤田 雅樹（NEC）【新任】

理事 稲垣 政文（NEC）

理事 神谷 直亮（衛星ｼｽﾃﾑ総研）

理事 篠原 健（追手門学院大学）

理事 篠永 英之（KDDI研究所）

理事 角田 健一（ﾂﾉﾀﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑｽﾞ）

理事 西宮 務（KEC）

理事 三浦 正春（SCC）

相談役 河内 正夫（SCC）

相談役 黒田 隆二（国際宇宙大学）

相談役 大滝 泰郎

＜退会・退任＞

会計監査人 大石 強（NTS）

理事 末永雅士（東芝）

相談役 青柳公男

相談役 木村 弘

相談役 松下 操

５５５５号議案号議案号議案号議案．．．．2008200820082008年役員選任年役員選任年役員選任年役員選任・・・・退任退任退任退任

� 2008年役員候補者リスト
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� 2007 5 1 SSPI

第１条（名称） この団体は、“Society of Satellite Professionals International”（略称SSPI、本部米

国デラウェア州）の支部組織で、日本衛星ビジネス協会（英文名：Tokyo Chapter 

of Society of Satellite Professionals International 通称SSPI Tokyo Chapter）（以下、

「協会」）という。

（旧）

第１条（名称） この団体は、“Society of Satellite Professionals International”（略称SSPI、本部米

国デラウェア州）の公認組織で、日本衛星ビジネス協会（英文名：SSPI Japan）

（以下、「協会」）という。

（新）

６６６６号議案号議案号議案号議案．．．．協会規約協会規約協会規約協会規約のののの一部改訂一部改訂一部改訂一部改訂


