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2010 年度学生理事／UNISON 代表   
梯友哉（慶應大） 神保明菜（東海大） 

 
1. UNISON 代表者会議 開催概要 

 開催状況 
時間：  7 月 24 日(土) 10:00-12:30 
場所：  東京大学 本郷キャンパス工学部７号館 
会議出席人数： 24 団体 40 名 

 議事 
① 挨拶・顔合わせ 
② 2009 年度会計報告（UNISON プロジェクト報告） 
③ 2010 年度 UNISON 体制について説明 
④ 2010 年度会計案決定（UNISON プロジェクト・WG 支援金） 
※会計については次頁に記載 

 
2. 2010 年度 UNISON 体制について 

議事③で，2010 年度の UNISON 体制の説明を行った．概要を以下に示す． 
 
本年度，UNISEC 全体の“つながり”強化・UNISON における活動の活性化を目指して，

「缶ロケコラボ」や「定例交流会」など，いくつかの新しい活動を立ち上げている． 
さらに，新しい活動を実施していくにあたり，「ＷＧ（ワーキンググループ）体制」を整え，

UNISON プロジェクトとは別に，「WG 支援金」という定常的な支援活動を始めている． 
（「2010 年度の UNISON 体制」については，配布資料参照．） 
2010 年度は，UNISEC 全体としての強みを活かして，活動していきたいと考えている．

UNISON は学生中心の組織である．学生が協力して，UNISEC を盛り上げていきましょう！

何卒ご理解・ご協力の程宜しくお願いいたします． 

UNISON代表
【学生理事】

梯友哉（慶應大） 神保明菜（東海大）

【代表】 和田豊先生/ 柿崎友華子（秋田大）

能代運営WG

ARLISS運営WG

広報・WEB WG

交流会WG

【代表】 川村尚史（東海大）/ 春木美鈴(横国大)

ワークショップWG

【代表】 野本隆太（香川大）

地上局WG
【代表】 三川祥典（東大）/ 米山明里（東北大）

ロケットWG
【代表】 井上真求（和歌山大）

ロケット衛星WG
【代表】 石黒隆史（東海大）/ 瀬戸裕基（九大）

安全管理WG
【代表】 福西瑛司（大阪府大）

衛星WG
【代表】 田中康平（大阪府大） 【代表】 土岐周平（首都大）・山田皓司（理科大）

須藤雄哉（慶應大）

【代表】 横田一毅（九大）/ 中澤賢人（電通大）
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UNISON WG 体制 
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3. 2010 年度 UNISON 会計案 
UNISON 代表者会議で承認された 今年度の UNISON 会計の使用案を以下に示す． 
 

2009年度の繰越金 \461,228
2010年度予算 \1,344,000

支援予定金額
\275,000
\500,000
\550,000
\50,000
\430,228

支出案合計 \1,805,228

UNISONプロジェクト・WG支援金

次年度繰越金
予備金額

総会旅費支援
WS旅費支援

支出内訳

　※学生会員：448名

 
 
(ア) UNISON プロジェクト 
 本年度，以下 1 件の UNISON プロジェクトの応募があった．採択結果を以下に示す． 
【ロケット搭載計測機器製作プロジェクト】 
 目的  ：計測に関するロケット団体間の技術共有ならびに共通機器製作 
 期待される成果 ：各団体の技術共有による，技術レベルの維持 
    計測機器未搭載のロケット団体へデータ取得機会の提供 
 支援額  ：申請金額 5 万円→支援金額 5 万円（全会一致で議決） 
 コメント ：作成資料の保管・共有方法について検討が必要 
    機材の予備を含め，より横断的な活動体制の要望 

 
(イ) WG 支援金 
 本年度より整備した WG 体制の活動支援のための「WG 支援金」を以下の通り配分した． 

WG は UNISON プロジェクトと異なり，定常的な活動を支援することを目的としている． 
WG 支援金（案） 会議旅費 学会旅費 部品代等 アウトリーチ 謝金 イベント

ロケット 80,000\              -\             -\             80,000\     -\             -\             -\             
GSN 70,000\              20,000\     -\             50,000\     -\             -\             -\             
安全管理 40,000\              40,000\     -\             -\             -\             -\             -\             
ロケット衛星 20,000\              20,000\     -\             -\             -\             -\             -\             
ARLISS 60,000\              20,000\     -\             40,000\     -\             -\             -\             
広報WEB 150,000\             -\             -\             60,000\     90,000\     -\             -\             
交流会 80,000\              -\             -\             -\             -\             -\             80,000\     

500,000\              
 
4. まとめ 

UNISEC の目的は，個々の技術力向上の他，その人的なネットワークにあると考えている．

そこで，これまで疎遠であったタテ・ヨコ・ソトのつながりを強化することで，UNISEC 全

体としての力を活かして，UNISEC をより盛り上げていきたいと学生理事は考える． 
そのためには，学生ひとりひとりの協力が必要である．UNISEC/UNISON は，学生理事

のものでも WG 代表のものでもなく，学生ひとりひとりのものである．将来のために「今や

るべきこと」以外にも，「学生のうちから出来ること」もたくさんあるはずである． 
宇宙という手段で何が出来るかを考え，一緒に宇宙開発を盛り上げていきましょう！ 
学生理事としては，学生が活動しやすい環境を提供する所存である． 気軽に相談して，

“使って”頂ければ幸いである．何卒宜しくお願いい致します． 
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