
㈳日本技術士会北海道支部

北海道技術士センター 【参考資料】100号 ま で の 足 跡

◎年号 ◎支部・センターのできごと ◎社会のできごと

昭和40年

（1965年)

５月 支部設立の意見交換を行う

６月 「㈳日本技術士会北海道支部・北海道技術士センター」設立

世話人の選任

11月 「㈳日本技術士会北海道支部・北海道技術士センター」設立

発起人会を開催

３月 米、北ベトナム爆撃開始

６月 日韓基本条約調印

10月 朝永振一郎ノーベル物理学賞受賞

11月 中国で文化大革命始まる

〃 プロ野球第１回ドラフト会議

昭和41年

（1966年)

１月 「㈳日本技術士会北海道支部・北海道技術士センター」

設立総会の開催

４月 第１回定期総会 日生ビル９Ｆ

５月 ㈳日本技術士会総会において北海道支部開設が決定される

１月 日ソ航空協定・日ソ貿易支払協定調印

７月 新国際空港、成田に建設決定

９月 北海道の木「エゾマツ」に決定

10月 室蘭市ばい煙規制地域に指定

12月 交通戦争の死者、史上最高

昭和42年

（1967年)

２月 技術士本試験第一次（筆記）試験の受験地に札幌（試験会場：

北大農学部講堂）が認められる

４月 会誌No.１発行

〃 第２回定期総会 建設会館９Ｆ

出席者53名（委任を含む：以下同様）

２月 初の建国記念日

〃 第二次佐藤内閣成立

４月 町村金五知事三選

〃 ヨーロッパ共同体（EC）発足

８月 公害対策基本法制定

昭和43年

（1968年)

４月 第３回定期総会 北海道自治会館 出席者 93名

６月 技術士本試験受験者のためのセミナーを北海道自治会館にて開

催 受講者 25名

４月 川端康成ノーベル文学賞受賞

６月 大気汚染防止法・騒音防止法制定

８月 小樽～滝川間国鉄電車スタート

９月 北海道百年記念祝典

昭和44年

（1969年)

４月 第４回定期総会 北海道自治会館 出席者 106名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 18名

８月 筆記試験会場：道庁赤レンガ庁舎

11月 「コンサルタンツ北海道」の表紙変更、現在に至る

(デザインは瀬戸賢太郎氏）

１月 東大安田講堂〝落城"

４月 稲作の生産調整実施

５月 東京杉並区に光化学スモッグ発生

〃 国連軍縮理事国に当選

７月 米国アポロ11号人類初の月面着陸

昭和45年

（1970年)

４月 第５回定期総会 北海道自治会館 出席者 80名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 28名

１月 第三次佐藤内閣成立

〃 北海道公害防止条例施行

３月 万国博覧会、大阪で開催

昭和46年

（1971年)

４月 第６回定期総会 北海道自治会館 出席者 84名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 19名

９月 ㈳日本技術士会創立20周年及び北海道支部創立７周年記念行

事として講演会を開催

「北海道開発と公害問題」 札幌商工会議所共催

３月 大久保清連続女性誘拐殺人事件

４月 堂垣内尚弘知事当選

７月 環境庁発足

〃 マクドナルド日本１号店オープン

８月 ニクソン・ショックで変動相場になる

昭和47年

（1972年)

４月 第７回定期総会 北海道自治会館 出席者 96名

７月 受験者のセミナー開催 受講者 34名

９月 講演会の開催「都市と環境保全」 札幌商工会議所共催

１月 横井庄一グァム島で発見

２月 札幌オリンピック冬季大会開催

５月 沖縄祖国復帰

７月 田中内閣成立

９月 中国との国交正常化

昭和48年

（1973年)

４月 第８回定期総会 北海道自治会館 出席者 90名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 25名

10月 講演会の開催

「大型プロジェクトと環境問題」 札幌商工会議所共催

１月 ベトナム和平協定調印

８月 金大中拉致事件

10月 江崎玲於奈ノーベル物理学賞受賞

〃 第一次オイルショック

昭和49年

（1974年)

４月 第９回定期総会 北海道自治会館 出席者 128名

〃 センター年会費1,000円から2,000円へ

６月 受験者のセミナー開催 受講者 38名

８月 第１回技術士全国大会が愛知県犬山市で開催

10月 講演会の開催

「都市の公害と環境保全」札幌商工会議所共催

11月 石山禎宣支部長・センター会長が逝去

臨時理事会で瀬藤副支部長・副会長が支部長・センター会長を

代行

３月 小野田寛郎ルパング島で発見

４月 北海道自然環境保全条約施行

５月 伊豆半島地震（M 6.8）

８月 ウォーターゲート事件でニクソン米大統領辞任

９月 北方圏環境会議を札幌で開催

10月 佐藤栄作ノーベル平和賞受賞

11月 フォード大統領来日

12月 三木内閣成立
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昭和50年

（1975年)

４月 第10回定期総会 北海道自治会館 出席者 105名

７月 受験者のセミナー開催 受講者 27名

８月 第２回技術士全国大会が大阪市科学技術センターで開催

10月 講演会の開催 「公害防止セミナー」 札幌商工会議所共催

４月 堂垣内尚弘知事再選

７月 沖縄国際海洋博覧会

10月 天皇陛下、初の訪米

11月 第１回先進国首脳会議パリで開催

昭和51年

（1976年)

４月 第11回定期総会 北海道自治会館 出席者 96名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 40名

８月 第３回技術士全国大会が箱根で開催

〃 ㈳日本技術士会創立25周年記念式典が東京都日本工業クラブ

で開催

２月 ロッキード事件発覚

３月 道庁爆破事件発生

６月 札幌地下鉄東西線開通

９月 ソ連のミグ25A戦闘機函館に着陸

12月 福田内閣成立

昭和52年

（1977年)

４月 第12回定期総会 北海道自治会館 出席者 115名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 40名

９月 第４回技術士全国大会を札幌市で開催

北海道厚生年金会館 参加者 243名

２月 米・ソ200海里漁業水域を設定

５月 海洋二法「12海里領海法、200海里漁業水域法」

制定

６月 道立近代美術館開館

８月 有珠山大爆発

12月 日本男子の平均寿命72.69歳、世界一

昭和53年

（1978年)

２月 「T・Aセミナー」を㈶日本技術振興協会と共催

４月 第13回定期総会 北海道自治会館 出席者 150名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 47名

７月 第５回技術士全国大会が福岡県博多市で開催

２月 新北海道発展計画、閣議決定

５月 成田空港（新東京国際空港）開港

８月 日中平和友好条約調印

12月 第二次オイルショック始まる

昭和54年

（1979年)

２月 「T・Aセミナー」開催

３月 技術コンサルタント実務研修会の開催

４月 第14回定期総会 北海道自治会館 出席者 166名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 37名

８月 第６回技術士全国大会が山梨県石和町で開催

４月 堂垣内尚弘知事三選

５月 英国総選挙でサッチャー女史先進国初の女性首

相に

６月 東京サミット開催

７月 東名、日本坂トンネル事故

９月 豊平川に25年ぶりにサケそ上

11月 第二次大平内閣成立

12月 アフガニスタンでクーデター、ソ連が介入

昭和55年

（1980年)

２月 「T・Aセミナー」開催

３月 技術コンサルタント実務研修会の開催

４月 第15回定期総会 北海道自治会館 出席者 116名

〃 道東技術士協議会（釧路）発足

６月 受験者のセミナー開催 受講者 36名

８月 第７回技術士全国大会が石川県金沢市で開催

９月 ㈳日本技術士会北海道支部・北海道技術士センター創立15周年

記念行事「中国東北地方（旧満州）との技術交流」

11月 技術コンサルタント実務研修会の開催

４月 米国、イランと国交断絶

５月 国鉄道内21駅無人化

７月 鈴木内閣成立

８月 静岡駅地下街ガス爆発事故

９月 イラン・イラク戦争勃発

10月 千歳新空港開港

〃 北炭夕張炭鉱ガス突出事故

11月 国道231号（雄冬～増毛間）開通

〃 ハリウッド出身のレーガン大統領選出

昭和56年

（1981年)

１月 技術コンサルタント実務研修会の開催

２月 「T・Aセミナー」開催

国立国会図書館刊行物部より会誌「コンサルタンツ北海道」が

ISSN（国際標準逐次刊行物番号）の割当を受ける

ISSN 0389-5874 CONSARUTANTSU HOKKAIDO

４月 第16回定期総会 北海道自治会館 出席者 166名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 30名

11月 第８回技術士全国大会並びに㈳日本技術士会創立30周年記念

式典が東京都で開催

３月 神戸ポートアイランド博覧会開幕

４月 スペースシャトル打ち上げ成功

６月 覚醒剤通り魔殺人

７月 英国皇太子結婚

８月 56年洪水、石狩川氾濫

10月 エジプトのサダト大統領暗殺

12月 福井謙一ノーベル化学賞受賞

〃 札幌新道全面開通

〃 中国残留日本人孤児、初来日

昭和57年

（1982年)

１月 技術コンサルタント実務研修会の開催

３月 「T・Aセミナー」開催

４月 第17回定期総会 北海道自治会館 出席者 139名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 39名

７月 第９回技術士全国大会が広島県広島市で開催

２月 ホテルニュージャパン火災惨事

４月 フォークランド戦争

６月 ベルサイユサミット開催

〃 ’82北海道博覧会開催

８月 全道一長いトンネル（3,285m）完成

11月 ブレジネフ書記長急死、アンドロポフ新政権発

足

〃 中曽根内閣成立
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昭和58年

（1983年)

１月 技術コンサルタント実務研修会の開催

２月 「T・Aセミナー」開催

３月 本試験札幌会場を北大教養部に変更

４月 第18回定期総会 北海道自治会館 出席者 246名

〃 技術士法改正…予備試験の廃止、技術士補の新設

(昭和59年４月より施行）

６月 受験者のセミナー開催 受講者 37名

９月 第10回技術士全国大会が宮城県仙台市で開催

11月 「T・Aセミナー」開催

１月 自民党ニューリーダー中川一郎自殺

４月 横路孝弘知事当選

〃 東京ディズニーランド、オープン

５月 日本海中部地震、東北に大被害

６月 アメリカで初の女性宇宙飛行士を乗せ「チャレ

ンジャー」打ち上げ

８月 フィリピン、アキノ大統領暗殺

９月 ソ連空軍機大韓航空機を撃墜

10月 三宅島、21年ぶりに噴火

昭和59年

（1984年)

１月 技術コンサルタント実務研修会の開催

４月 第19回定期総会 北海道自治会館 出席者 264名

６月 受験者のセミナー開催 受講者 83名

10月 第11回技術士全国大会が愛知県名古屋市で開催

12月 技術コンサルタント実務研修会の開催

２月 植村直己、消息を絶つ

３月 グリコ・森永事件

６月 第二電電設立

９月 中国・英国が香港返還条約調印

11月 新１万円、５千円、１千円札発行

昭和60年

（1985年)

２月 「T・Aセミナー」開催

３月 札幌市営地下鉄の見学会

４月 第20回定期総会 北海道自治会館 出席者 269名

〃 センター年会費2,000円から3,000円へ

７月 受験講習会開催 受講者 59名

10月 技術コンサルタント実務研修会の開催

第12回技術士全国大会が奈良県奈良市で開催

３月 チェルネンコ書記長死去、ゴルバチョフ新書記

長を選出

〃 つくば科学万国博覧会開幕

４月 電電公社及び専売公社の民営化

６月 豊田商事事件

８月 日航ジャンボ機、群馬県御巣鷹山に墜落

９月 ロス疑惑の三浦和義、殺人未遂容疑で逮捕

11月 阪神タイガース、初の日本一に

昭和61年

（1986年)

１月 ㈳日本技術士会北海道支部・北海道技術士センター20周年記念

大会を石狩会館にて開催

３月 札幌市駒岡清掃工場見学会

４月 第21回定期総会 北海道自治会館 出席者264名

６月 受験講習会開催 受講者 67名

10月 第13回技術士全国大会が東京都経団連会館で開催

11月 芸術の森及び札幌市配水センター見学会

１月 スペースシャトル「チャレンジャー」発射直後

に爆発。乗組員全員死亡

４月 男女雇用均等法施行

〃 ソ連チェルノブイリ原子力発電所で事故

〃 天皇御在位60年記念式典開催

９月 土井たか子社会党委員長誕生

11月 伊豆大島三原山噴火

昭和62年

（1987年)

３月 札幌エレクトロニクスセンター見学会

４月 第22回定期総会 KKR札幌 出席者 308名

〃 副会長が二人から一人へ

６月 受験講習会開催 受講者 60名

９月 第14回技術士全国大会を札幌市で開催

札幌グランドホテル 参加者 350名

11月 ㈶日本気象協会北海道本部「オンライン情報提供システム」見

学会

４月 横路孝弘知事再選

〃 国鉄分割民営化

５月 西ドイツ青年のセスナ機がモスクワの赤の広場

に着陸

７月 NHK衛生第一テレビ放送開始

10月 利根川進ノーベル医学生理学賞受賞

〃 株価が世界的に大暴落

11月 竹下内閣成立

昭和63年

（1988年)

４月 第23回定期総会 KKR札幌 出席者 287名

５月 道南技術士協議会（函館）発足

６月 受験講習会開催 受講者 60名

〃 北海道電力㈱泊発電所見学会

10月 第15回技術士全国大会が大分県別府市で開催

11月 道央技術士協議会（室蘭）発足

12月 道北技術士協議会（旭川）発足

３月 青函トンネル開業

〃 東京ドーム完成

４月 瀬戸大橋開通

６月 牛肉・オレンジ輸入自由化

７月 海上自衛隊の潜水艦なだしおが衝突

11月 PLOが国家樹立宣言

12月 札幌地下鉄東豊線開業

平成１年

（1989年)

３月 札幌地下鉄コントロールセンター見学会

４月 第24回定期総会 フジヤサンタスホテル 出席者 343名

６月 受験講習会開催 受講者 92名

９月 第16回技術士全国大会が新潟県新潟市で開催

10月 青年技術士協議会（45歳未満）発足

第９回地方公共団体職員と技術士との合同セミナーをKKR札

幌で開催

１月 昭和天皇崩御

〃 平成スタート

４月 消費税の導入

６月 中国天安門流血事件、民主化運動弾圧

〃 イランの最高指導者ホメイニ師死去

〃 宇野内閣成立

８月 海部内閣成立

11月 サンフランシスコでＭ7.1の大地震

東欧、激動の民主化。「ベルリンの壁」崩壊
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平成２年

（1990年)

２月 藻岩下流雪溝見学会

４月 第25回定期総会 フジヤサンタスホテル 出席者 354名

６月 受験講習会開催 受講者 108名

〃 朝里ダム、定山渓ダム見学会

８月 技術士第二次試験会場：北海学園大学

９月 白鳥大橋、新日鉄室蘭製作所見学会

10月 第17回技術士全国大会が香川県高松市で開催

11月 札幌エネルギー供給公社、河川情報センター見学会

12月 道東地区技術研修セミナー開催

２月 日米構造協議東京で開幕

３月 第２回アジア冬期競技大会札幌で開幕

４月 国際花と緑の博覧会が大阪で開幕

６月 礼宮さま、紀子さま結婚の儀

８月 日本人の平均寿命、世界記録を更新

10月 東西ドイツ、45年ぶりに統一

11月 天皇陛下即位の礼、各国要人2,200人参列

12月 六価クロム訴訟、13年ぶりで和解成立

東京放送秋山記者、日本人初の宇宙旅行

平成３年

（1991年)

３月 講演会の開催「環境調査の周辺」

４月 第26回定期総会 フジヤサンタスホテル 出席者 611名

６月 受験講習会開催 受講者 109名

７月 恵庭テクノパーク見学会

10月 岩内マリンタウンプロジェクト見学会

11月 第18回技術士全国大会が東京都で開催

１月 湾岸戦争始まる

６月 雲仙・普賢岳火砕流発生

〃 比・ピナトゥボ火山大噴火

８月 ソ連・８月政変で共産党解体

10月 道央自動車道「室蘭～登別」開通

11月 宮沢内閣成立

平成４年

（1992年)

３月 講演会の開催

「北海道における新たなプロジェクトの発掘について」

４月 第27回定期総会 フジヤサンタスホテル 出席者 502名

〃 センター年会費3,000円から5,000円へ

５月 受験講習会開催 受講者 175名

６月 講演会の開催「北海道における技術士活動の現況と課題」

８月 技術士第二次試験会場：北大教養部

９月 地下無重力実験センター見学会

10月 第19回技術士全国大会が宮城県仙台市で開催

12月 技術士PR用パンフレット発刊

６月 PKO法成立

〃 ブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発

会議」開催

８月 韓国と中国が国交樹立

９月 日本人初の宇宙飛行士「毛利衛」誕生

〃 自衛隊のカンボジア派遣が始まる

10月 天皇・皇后両陛下初の中国訪問

〃 東京佐川急便事件で金丸氏議員辞職

11月 米大統領クリントン46歳が当選

〃 戦後最悪の不作、コメ緊急輸入

平成５年

（1993年)

２月 生活工房札幌ファクトリー見学会

〃 講演会の開催

「北東アジア地域（NEAR）における協力と北海道」

４月 第28回定期総会 フジヤサンタスホテル 出席者 433名

５月 受験講習会開催 受講者 155名

７月 道央自動車道（伊達～虻田間）見学会

８月 技術士第二次試験会場：北海学園大学

〃 サハリン土木技術事情調査

(コルサコフ・ユジノサハリンスク等）

10月 第20回技術士全国大会が静岡県静岡市で開催

１月 釧路沖地震発生

６月 皇太子・雅子さま結婚の儀

〃 ラムサール条約国際会議、釧路市で開催

７月 北海道南西沖地震発生

８月 横路知事北方領土初訪問

〃 細川内閣成立

〃 土井たか子衆議院議長誕生

〃 戦後初の１ドル＝100円台に

10月 エリツィン大統領初訪日

11月 米上院、短銃規制法を成立

平成６年

（1994年)

２月 第13回地方公共団体職員と技術士との合同セミナー開催

４月 第29回定期総会 フジヤサンタスホテル 出席者 701名

５月 受験講習会開催 受講者 129名

９月 第24回日韓技術士会議を札幌プリンスホテルで開催

10月 第21回技術士全国大会が大阪府大阪市で開催

11月 札幌市営地下鉄東豊線学園前駅舎見学会

４月 羽田内閣成立

〃 名古屋空港で中華航空機墜落

６月 村山内閣成立

〃 １ドル＝100円を切り、円高が進む

９月 関西新空港開港

10月 大江健三郎ノーベル文学賞受賞

平成７年

（1995年)

４月 第30回定期総会 フジヤサンタスホテル 出席者 615名

５月 受験講習会開催 受講者 196名

９月 防災研究会の発足、総会開催

11月 第22回技術士全国大会を札幌市で開催

札幌後楽園ホテル 参加者 410名

１月 阪神・淡路大震災発生

３月 地下鉄サリン事件

〃 一時１ドル＝70円台

４月 堀達也知事当選

５月 オウム真理教麻原教祖逮捕

10月 官官接待発覚

平成８年

（1996年)

４月 第31回定期総会 ホテルガーデンパレス 出席者 581名

〃 ㈳日本技術士会北海道支部・北海道技術士センター「30周年記

念大会」開催

５月 受験講習会開催 受講者 204名

10月 第16回地方公共団体職員と技術士との合同セミナー開催

〃 第23回技術士全国大会が神奈川県横浜市で開催

２月 豊浜トンネル崩落で20人死亡

５月 住専処理で6,850億円投入

８月 薬害エイズ事件で安部前帝京大副学長を逮捕

10月 小選挙区比例代表並立制による初の総選挙実施
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平成９年

（1997年)

４月 第32回定期総会 ホテルポールスター札幌 出席者 678名

〃 「地域産業研究会」発足

５月 特別シンポジウムの開催

「技術士からの提言―地震災害に備えて―」

〃 受験講習会開催（札幌市) 受講者 187名

６月 受験講習会開催（帯広市) 受講者 57名

〃 受験講習会開催（旭川市) 受講者 48名

７月 北海道大学苫小牧演習林にて見学会

〃 インターネットホームページ開設

10月 第24回技術士全国大会が福岡県福岡市で開催

11月 防災研究会が函館で開催

１月 ナホトカ号重油流出、日本海沿岸を汚染

４月 消費税５％スタート

〃 ペルー日本大使公邸に武力突入

５月 神戸の小６殺害で14歳逮捕

６月 「脳死を死と認める」臓器移植法案が成立

７月 156年にわたる英国の香港統治が幕を閉じ中国

へ返還される

11月 日本サッカー、悲願のワールドカップへの出場

決める

〃 北海道拓殖銀行など経営破綻相次ぐ

12月 土井さん、宇宙遊泳成功、帰還

平成10年

（1998年)

４月 第33回定期総会 ホテルガーデンパレス 出席者 796名

〃 支部・センターの機構改革

５月 受験講習会開催（札幌市) 受講者 156名

６月 受験講習会開催（帯広市) 受講者 48名

〃 受験講習会開催（旭川市) 受講者 56名

７月 北海道電力総合研究所及び「滝川ふれあいの里」見学会

９月 第１回北東３支部技術士交流研修会が仙台市で開催

10月 第25回技術士全国大会が新潟県新潟市で開催

11月 ㈳日本技術士会北海道支部主催 ISO14001セミナーの開催

12月 〝メーリングリスト"エンジニア・パーク・オンライン"（E.P.

O）開設

２月 長野冬季オリンピック開催、日本「金」５個

４月 金融ビッグバン始動

５月 若乃花、連覇で初の兄弟横綱誕生

６月 サッカーＷ杯日本初出場

７月 参院選で自民惨敗、小渕内閣が発足

〃 カレーにヒ素混入、４人死亡

８月 北朝鮮ミサイル、三陸沖に着弾

〃 中国揚子江流域の洪水で死者3,000人を超す災

害発生

11月 戦後最悪不況に、24兆円の緊急経済対策

平成11年

（1999年)

４月 第34回定期総会 ホテルガーデンパレス 出席者 902名

５月 「北方海域技術研究会」設立

〃 受験講習会開催 受講者 237名

７月 札幌ドーム等見学会

８月 「リージョナルステート研究会」設立

９月 「エゾシカとの共生」ツアー開催

10月 第26回技術士全国大会が岡山県岡山市で開催

11月 第２回北東３支部技術士交流研修会が新潟市で開催

１月 EUで単一通貨「ユーロ」を導入

２月 所沢産野菜にダイオキシン汚染騒動

〃 脳死移植、国内初の実施

４月 「地域振興券」を交付

５月 中国産トキのヒナが誕生

８月 玄倉川キャンプ中に流され、13人死亡

９月 東海村で国内初の臨海事故

11月 東京で近所の主婦、幼女を殺害

平成12年

（2000年)

４月 第35回定期総会 ホテルガーデンパレス 出席者 615名

５月 受験講習会開催 受講者 196名

７月 北大アンダーパス等見学会

９月 第27回技術士全国大会を岩手県岩手市で開催

11月 第３回北東３支部技術士交流研修会が札幌市で開催

１月 新潟不明少女、９年ぶりに保護

３月 有珠山噴火

４月 小渕首相倒れ、森内閣連立発足

６月 雪印乳製品で集団食中毒

７月 二千円札発行される

12月 白川博士にノーベル化学賞

平成13年

（2001年)

４月 第36回定期総会 ホテルガーデンパレス 出席者 810名

５月 受験講習会開催 受講者 270名

９月 第28回技術士全国大会をで開催

11月 第４回北東３支部技術士交流研修会が仙台市で開催

２月 えひめ丸が米原潜と衝突、沈没

４月 小泉内閣成立

６月 大阪・池田小児童殺傷事件、８人が死亡

９月 米中枢同時テロ

〃 国内初の狂牛病の牛を確認

10月 野依博士がノーベル化学賞受賞

12月 敬宮愛子さま誕生

平成14年

（2002年)

４月 第37回定期総会 ホテルガーデンパレス 出席者 1,050名

６月 技術士第二次試験講習会開催 受講者 228名

〃 技術士第一次次試験講習会開催 受講者 202名

９月 第29回技術士全国大会を岐阜県岐阜市で開催

11月 第５回北東３支部技術士交流研修会が新潟市で開催

５月 鈴木（宗）・田中（真）、国会大荒れ

６月 日韓共同ワールドカップ開催

〃 日本決勝トーナメント進出

９月 日朝首脳会談

11月 拉致被害者５人、帰国

12月 小柴博士、田中さん、ノーベル賞Ｗ受賞

平成15年

（2003年)

４月 第38回定期総会 ホテルガーデンパレス 出席者 1,459名

６月 コンサルタンツ北海道100号発刊

１月 北朝鮮、NPT脱退

３月 アメリカ、イラク攻撃

４月 SARS、流行する

43

コンサルタンツ北海道 第100号


