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ScheduleofEvents

会 合・行 事 予 定 〔2019.1 〜 2019.3〕
予定が変更される可能性がありますので，当会HPの会員コーナー「会合・行事予定」メニューで，最新の予定を確

認のうえWEB申込みか，各行事欄の連絡先に申し込んで下さい。
◎印の会合はメンバー限り　無印の会合は本会会員であれば参加は可　★印の会合は本会会員以外の方の参加も可

開催月日 会合・行事名 場　所 時　間 内容／連絡先

1
月

5日（土） ★新規開業技術士支援研究会 北トピア
806会議室

13時30分～
15時

内容：事例の紹介と討議，講師：石附尚志氏（電気電子），大
塚政尚氏（機械），参加費：1,000円，詳細はHP
http://www.cea.jp/kaigyou/　連絡先：cea@cea.jp

★ CP&RMセンター
　（月例会）

船堀タワーホール
第302室

14時～
16時30分

議題：安全保障貿易管理に関する①Expert試験対策セミナ
ーの開催，②該非判定業務受託，③外為法，④米国EAR法，
⑤時事問題，参加費：メンバー以外1,000円
 問合せ先：kytechno@nifty.com

9日（水） ★平成31年新春記念講演
会・新年賀詞交歓会

学士会館 16時～
19時30分

記念講演「世界の動き，日本の課題：技術者の課題は何か？」
黒川清氏（東京大学・政策研究大学院大学　名誉教授，医学
博士（東京大学）），18時～賀詞交歓会，詳細は12月号p.32
参照

11日（金）★機械部会（例会） 機械振興会館
6-63会議室

18時～
20時30分

①新春講演「ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞受賞報告」
小松道男氏（小松技術士事務所所長），②賀詞交歓，情報交換
会「ソプラノ歌手の独唱あり」，会費：一律2,000円，申込
問合せは日本技術士会HPから

★ IT21の会（例会） 東京ウイメンズプラ
ザ第二会議室

18時30分～
20時30分

「ヘルスケア分野におけるAIの活用や医療 ICTの取組み」
NTTデータ経営研究所岸本純子マネージャー，会費：無料，
終了後懇親会（会費別途），詳細はhttp://it21.info/

12日（土）★水産部会（講演会・ガイ
ダンス・定例会・祝賀会）

機械振興会館 13時～19時 講演会：「『魚の国しあわせ』プロジェクトの取組について」
水産庁中瀬幸一氏，小谷フードサービス小谷一彦氏，横浜
丸魚（株）齋藤融氏，新合格者ガイダンス，定例会，祝賀会，
申込は行事予定から 問合せ：部会長網田まで

★埼玉県支部（CPDセミ
ナー／技術士研究・業績
発表大会）

新都心ビジネス交流
プラザ4F・ A会議
室

13時～17時 発表5件，大会後，新年会を別会場（アグリコ北与野店）で開
催（会費別途），申込は行事予定から（新年会参加の有無連絡
要），詳細は支部HPに掲載
 問合せ：saitama@engineer.or.jp

★千 葉 県 支 部（第68回
CPD新春講演会）

千葉市市民会館
4階第3・4会議室

14時～
16時30分

講演：南海トラフ掘削と最新日本列島論，講師：木村学氏（東
京大学名誉教授，東京海洋大学特任教授），会費等のほか詳
細は千葉県支部HP，申込は行事予定から
 問合せ：千葉県支部　企画委員会

15日（火）★科学技術鑑定センター
（1月例鑑定事例講演）

新橋 :生涯学習セン
ター「ばるーん」
303研修室

18時～19時 鑑定事例講演 :未定　演者：荒明正春会員，会員外参加希望
者は事前連絡要
 連絡先：pon-4s@za3.so-net.ne.jp　総務幹事　柴田格

◎科学技術鑑定センター
　（1月月例会）

同上 19時10分～
20時

鑑定センターの幹事会および月例会を開催します。

★応用理学部会（講演会） 機械振興会館
6-67号室

18時30分～
21時

1．題目：地図の楽しみ方，2．講師：日本地図センター　客
員研究委員　今村惠介氏，3．問合せ： h.tsuboi.ce@
mopera.net（坪井）

16日（水）★近畿本部
　（農林水産部会・見学会）

大阪府立大学
植物工場研究センター

13時15分～
17時

大阪府立大学植物工場研究センターと大学農場見学，終了後
に意見交換会，13時15分に地下鉄・南海なかもず駅集合，
参加費：見学会500円，意見交換会4,000円
 問合せ：takeiteasy1952@yahoo.co.jp　担当　綾木

★知 的 資 産 経 営WEEK
2018セミナー

機械振興会館
地下2階ホール

13時30分～
17時

テーマ：知的資産経営における技術士への期待，詳細は12
月号p.32参照

◎金属部会（新年会） ニューオータニイン
東京（大崎）

18時～
20時30分

恒例の金属部会新年会をJR大崎駅前ニューオータニイン東
京で開催，会費8,000円夕食付，締切1月9日，申込は会
HP行事案内から
 問合せ：yamazaki@seishin-ip.com　山崎

★建設部会（講演会） 機械振興会館
6階6-67会議室

18時～
19時30分

「（仮）建設コンサルタント業務の最新の動向と今後の目指す
べき方向」村田和夫氏（一般社団法人建設コンサルタンツ協
会会長），申込〆切1月10日（木），会費等詳細はHP参照，
申込はHP左欄の「申込」ボタンから

★中国本部（青年技術士交
流会1月例会）

中国本部事務局
会議室

18時30分～
20時

例会（情報交換），勉強会，会費：無料
 問合せ：082-511-0305　ipej-hiro@rapid.ocn.ne.jp
 　中国本部事務局　担当：勝田

18日（金）技術士翻訳センター
（1月例会）

港区生涯学習センタ
ー「ばるーん」204
学習室

10時～12時 例会と学習会，初めての方連絡問合せ先： ishida_pe@rice.
ocn.ne.jp　石田まで，場所：港区新橋3-16-3
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予定が変更される可能性がありますので，HPで最新の予定を確認のうえお申し込み下さい。

開催月日 会合・行事名 場　所 時　間 内容／連絡先

1
月

18日（金）★原子力・放射線部会
　（第63回技術士の夕べ）

機械振興会館
地下3階研修室 -2

18時～20時 講演：原子力プラントの安全性向上対策の動向，講師：成宮
祥介氏（一般社団法人原子力安全推進協会），申込は行事予定
から，会費等詳細は部会HPに掲載
 問合せ：hirohiko_kikuchi@mhi.co.jp　菊池

★「生体」「環境」保全交流
会（31年1月例会）

機械振興会館会議室 18時～21時 「我が国のモノづくり技術開発史編纂事業と未来遺産登録制
度～エアコンの事例について～」講師荒野技研代表工博技
術士荒野喆也先生，詳細HP申込行事予定から
 照会：fwshirose@leaf.ocn.ne.jp

19日（土）★環境マネジメントセンター 新富区民館（7号室
洋室）中央区新富1
丁目13番24号

10時～12時 例会（情報交換），ミニ講演：「地域性在来植物のトレーサビ
リティ認定制度」講師：小塚浩志氏，申込は行事予定から

★食品技術士センター
　（新年会）

日本教育会館　
喜山倶楽部

10時～15時 第1部パネルディスカッション「食品企業の成功・失敗例に
学ぶ海外進出事例」，第2部新年会，参加費：①会員1,000円，
会員外2,000円（申込： akira-na@s6.dion.ne.jp　中山）
②6,000円（申込：masahiko.atobe@nifty.com　跡部）

★1月度修習技術者研修会／
修習技術者発表研究会

機械振興会館
B3-研修2

13時～18時 「業務遂行能力」コミュニケーション研修会③，詳細はHP
「修習技術者」行事案内にて

九州本部
（北九州地区支部CPD）

北九州市八幡東区：
北九州イノベーショ
ンギャラリー（KIGS）

13時～17時 技術報告①「北海道の遺跡建築の保存」青田晴（建築），②「学
校現場を科学する」垣迫裕俊（建設／総合），③「地球気候変
動と資源・エネルギー・環境を考える」末松正典（機械／総合）
 問合せ：093-612-0191　小柳

★青年技術士交流委員会
（初中級向け英語例会
“Let’stalkinEnglish!
Let'sinteract!!”）

機械振興会館
6F6D-4

13時30分～
19時30分

初中級者対象の会話中心の英語ワークショップおよび
CAFEO派遣報告，定員制（先着順），参加費無料，終了後交
流会（実費），申込は行事予定から，詳細はhttp://peyec.jp
参照

★中国本部（鳥取県支部・
平成30年度技術士第
一次試験合格者ガイダン
ス・祝賀会）

白兎会館 14時～19時 ガイダンス（技術士制度・試験制度），会員3名の講演，合格
者紹介，交流会，会費・交流会詳細は中国本部HP，申込は行
事予定から 問合せ：s-hirao@wesco.co.jp
 　鳥取県支部事務局　担当：平尾

21日（月）★近畿本部（環境研究会・
CPD講演会）

大阪市中央区アーバ
ネックス備後町ビル
3階ホール

18時30分～
20時

「原発事故から何を学び，将来のエネルギー問題を考える」
フリージャーナリスト　小野山充先生，終了後懇親会，会費
等詳細は行事予定を参照
 問合せ：m.fujihashi@niftyu.com　藤橋

22日（火）★四国本部（第61回CPD
セミナー・公開講座）

レグザムホール
（香川県民ホール）

14時～19時 CPDセミナー・公開講座，終了後懇親会，参加費：会員
1,000円，非会員2,000円，一般無料，懇親会費は別途
5,000円 連絡先：087-887-5557　四国本部事務局

23日（水）★東北本部
　（農業部会・研修会）

宮城県土地改良会館 13時30分～
17時

農業農村環境配慮の調査から管理の現状　郷古雅春教授（宮
城大学食産業学部），ため池の防災・減災について（株）福建
技術コンサルタント　市川建氏，会費：無，申込問合せは東
北本部HP又は事務局

★中国本部（鳥取県支部・
平成30年度　女性技術
者のつどい）

セントパレス倉吉 13時30分～
15時30分

講演1（県女性活躍推進課藤田博美課長），講演2（伊藤徹支
部長），交流・フリートーク詳細は中国本部HP，申込は行事
予定から 問合せ：s-hirao@wesco.co.jp
 　鳥取県支部事務局　担当：平尾

24日（木）情報工学部会（見学会） ボッシュ（株）
東松山工場

13時～
15時30分

「ボッシュ（株）東松山工場」の見学，詳細は情報工学部会HP
（www.ipej.net），申込は日本技術士会HP（www.engineer.
or.jp）まで

★化学部会（講演会） 機械振興会館 13時30分～
17時

1）「水中合成法の進歩」（仮題）小林修氏（東京大学教授），2）
「ポリウレタン樹脂の合成皮革産業における環境対応の現状
と課題」（仮題）庄司岳敏氏（技術士セイコー化成（株））

★環境部会
　（2018年度1月講演会）

機械振興会館 18時30分～
20時40分

演題：「（仮）遥かな尾瀬の水環境史－湿原環境モニタリング
と将来について」講師：国立環境研究所　野原精一氏，会費：
会員1,000円（入会1年未満は免除），非会員2,000円　
※詳細は部会HPでご案内します。

25日（金）◎電気電子部会（創設60
周年記念全国電気電子部
会長会議）

機械振興会館
地下2階　
B2-2会議室

13時～
15時30分

第一回全国電気電子部会長及び部門代表者会議　※一般会員
の方には懇親会の場で会議結果についてお知らせします。
 問合せ：ookubo-t01@kandenko.co.jp　大久保

電気電子部会（創設60周
年記念特別講演会）

機械振興会館
地下2階　ホール

15時45分～
17時45分

題目：「電気は社会のイノベーションを創出する原動力」講
師：一般社団法人電気学会会長　山口博氏，会費：会員
1,000円，申込HP
 問合せ：ookubo-t01@kandenko.co.jp　大久保

電気電子部会
（創設60周年記念懇親会）

機械振興会館
6階　倶楽部
（受付：5階）

18時～20時 懇親会，会費：会員5,000円，申込HP　※先に行われる全
国電気電子部会長会議の結果をお知らせします。
 問合せ：ookubo-t01@kandenko.co.jp　大久保
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予定が変更される可能性がありますので，HPで最新の予定を確認のうえお申し込み下さい。

開催月日 会合・行事名 場　所 時　間 内容／連絡先

1
月

25日（金）★北陸本部（青年技術士交
流委員会・冬の講演会）

新潟駅南貸会議室
KENTORoomA

13時30分～
16時50分

テーマ：「農業イノベーションと地域の取組」講演1：新潟市
革新的農業実践特区～日本の農業の改革拠点へ～，講演2：
スマート農業革命～日本の農業を魅力あるものにする IT利
活用とは～，詳細・申込：北陸本部HP

26日（土）製造物責任技術相談センター
（PL事例研究WG第240回）

新橋生涯学習センター 9時50分～
11時50分

PL事例研究：建物の機能不良の原因分析技術（西角井造氏），
PL事故紹介（平野輝美氏），会費：1,000円
 問合せ：YFA80495@nifty.com　担当：渡邉

★中国本部（山口県支部・
平成30年度技術士一次
試験合格者ガイダンス他
祝賀昼食会）

ホテル常盤 10時～13時 1部ガイダンス，2部二次試験制度改定説明，3部受験体験
談，祝賀昼食会，会費：第3部まで会員500円，非会員
1,000円，合格者無料，祝賀昼食会1,000円
 問合せ：yamaguchi@ipej-chugoku.jp　瀬原

★上下水道部会（1月度講
演会及び一次試験合格者
祝賀会）

機械振興会館
6F　67号室

13時～17時 「（仮）水道を取り巻く課題と技術士の役割」馬場未央氏
（（株）東京設計事務所），終了後祝賀会，一次合格者は無料，
会費等詳細は部会HP，申込は行事予定から
 問合せ：m-matsuyama@ndsinc.co.jp

★船舶・海洋／航空・宇宙
部会（連絡会・一次試験
合格者歓迎会・話題提供・
講演会）

機械振興会館
会議室6-65（中国
本部にWEB中継）

13時30分～
17時

連絡会，一次試験合格者歓迎会，話題提供，講演会「航空エ
ンジン用耐熱材料とプロセスに関する研究開発の現状と課
題」佐藤彰洋氏（IHI），申込／詳細は行事予定から
 kanda@chofu.jaxa.jp　神田

★埼玉県支部
　（新規開業セミナー）

新都心ビジネス交流
プラザ　B会議室

13時30分～
17時

3人のベテラン技術士が基本事項及び事例，課題について講
演，会費等詳細は支部HP，申込は行事予定から
 問合せ：saitama@engineer.or.jp

神奈川県支部（MIX技術士
交流会2019年1月度）

宇宙航空研究開発機
構　相模原キャンパ
ス

14時～17時 展示室見学と講演会（超小型ロケット），詳しくは下記HPの
募集要項資料をご覧ください，申込方法　神奈川県支部HP
行事案内またはkanagawa@engineer.or.jp（問合せ）

★茨 城 県支部（2018年
新年講演・交流会）

「ワークプラザ勝田，
2F大会議室」ひた
ち な か 市 東 石 川
1279

14時～
16時40分

講演1：「宇宙アカデミーきくやま」代表　技術士（航空・宇
宙／機械）菊山紀彦氏，講演2：（国研開）防災科学技術研究
所（客員研究員）佐藤隆雄氏，会費：会員1,000円，非会員
2,000円，詳細内容：茨城県支部HP参照

★茨 城 県支部（2018年
新年講演・交流会）

同上 17時～
18時30分

交流会：講師および参加者，会費：3,000円，詳細内容：統
括本部HPのCPD行事，および茨城県支部HP，https://
www.engineer.or.jp/c_shibu/ibaraki/ 問合せ担当：小林

★経営管理チーム
　（1月例会）

機械振興会館
B3-1会議室

14時～17時 講演題目：「胆振東部地震と近代経営工学」講師：黒沼精一氏
（黒沼技術コンサルタント），講演後ワンドリンク交換会　
KKT会員外会費：2,000円，申込：日本技術士会HP行事予
定から

★四国本部（修習技術者セ
ミナー・一次試験合格者
祝賀会・高知）

「かるぽーと」9階
第2学習室

14時30分～
19時30分

「技術士制度説明」修習委員，一次試験合格者祝賀会，会費
等詳細は四国本部HP参照，申込は行事予定から
 問合せ：ipej-shikoku@me.pikara.ne.jp

27日（土）★長野県支部（南信ブロッ
クCPD講演会）

信州大学農学部
（長野県上伊那郡南
箕輪村8304）

13時30分～
15時

講演：「幹細胞工学による食料生産への活用」，再生医療で脚
光を浴びている幹細胞工学の食料生産への応用について概説
と施設見学，講師：信州大学農学部　鏡味裕教授
 問合せ：penagano@penagano.org

28日（月）★技術士包装物流グループ
（1月度研究会）

日本マテリアルフロー
研究センター会議室

18時～20時 講演：建設のロジスティクス，（株）SK物流技術研究所，中澤
喜久雄氏（日本技術士会経営工学部会長），会費：2,000円（当
会会員外の方） chihiro.sakamaki@toppan.co.jp　坂巻

29日（火）★神奈川県支部（新年特別
講演会／第76回CPD
講座）

波止場会館4階大会
議室（横浜市中区海
岸通1-1）

15時～17時 マッハ5で飛行する極超音速旅客機の研究開発，講師：
JAXA研究計画マネージャ田口秀之氏，参加費：会員・準会
員1,000円，未入会技術士2,000円，申込：HP行事案内，
FAX045-210-0338

★神奈川県支部
　（賀詞交歓会）

波止場会館5階
多目的ホール

17時15分～
19時

賀詞交歓会，参加費：3,000円，申込：HP行事案内
 FAX045-210-0338　問合せ：045-210-0337
 　支部事務局

★技術者倫理研究会 機械振興会館
6階64号室

18時30分～
20時30分

「IEEE『倫理的に配慮されたデザイン』に対する技術者倫理
の観点からの評価と期待」杉本泰治氏・技術士（化学），会費
1,000円，申込は橋本yhashimoto@r9.dion.ne.jp迄

2
月

1日（金） ★原子力・放射線部会
　（見学会）

日本原子力発電（株）
東海第二発電所
（調整中）

12時頃～
16時30分

北関東地区見学会，終了後懇親会あり（会費別途），詳細は決
まり次第，部会HPに掲載
 問合せ：yoshinaka.kazuyuki@jaea.go.jp　芳中

★近畿本部（第4回団体特
別セミナー・講演会）

大阪科学技術センタ
ー中ホール

13時30分～
17時

「MOT技術経営と新技術開発について」講演4題，セミナー
終了後懇親会，会費等詳細は近畿本部HP： http://www.
ipej-knk.jp/

★森林部会
　（講演会・林業部会）

日林協会館3F
大会議室

15時～17時 講演：「森林環境譲与税と新たな森林管理システムについて
（仮題）」講師：林野庁造林間伐室長　長崎屋圭太氏，参加費
無料，申込HPから 問合せ：shin-gi@forest-pro.jp
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予定が変更される可能性がありますので，HPで最新の予定を確認のうえお申し込み下さい。

開催月日 会合・行事名 場　所 時　間 内容／連絡先

2
月

1日（金） ★ IT21の会（例会） 東京ウイメンズプラ
ザ第二会議室

18時30分～
20時30分

「IoTで創る未来」（無人コンビニや音声認識の先進事例），門
田進一郎氏（アマゾンウェブサービスジャパン（株）），会費：
無料，終了後懇親会（会費別途），詳細はhttp://it21.info/

2日（土） 農業部会 機械振興会館 12時15分～
13時40分

理事会報告，部会長報告，委員会報告等，申込は行事予定か
ら 問合せ：JAG03266@nifty.com　担当：湯川

★農業部会（講演会） 機械振興会館 13時50分～
17時

講師選定中，申込は行事予定から，情報交換会への参加不参
加を明記 問合せ：JAG03266@nifty.com　担当：湯川

★神奈川県支部
　（第36回情報交流の会）

シルクセンター
B1F大会議室

13時30分～
16時

当県支部の活動状況，支部会員によるミニ講演，情報提供，
要望など，参加費無料，引続き，下欄，合格者祝賀会を併催，
参加申込：日本技術士会HP行事予定，講演希望・情報提供・
問合せは支部事務局045-210-0337

★神奈川県支部（技術士第
一次試験合格者祝賀会）

シルクセンター
B1F大会議室

16時～
18時30分

当支部の全般的な紹介，組織，活動状況等の案内，祝賀会，新
合格者無料，会員1,000円，申込：日本技術士会HP，支部
メールkanagawa@engineer.or.jp，FAX045-210-0338

★新規開業技術士支援研究会 北トピア
808会議室

13時30分～
15時

内容：事例の紹介と討議，講師：加藤秀昭氏（機械），立石佳
津夫氏（機械），参加費：1,000円，詳細はHP
http://www.cea.jp/kaigyou/　連絡先：cea@cea.jp

5日（火） ★中国本部（平成30年度
第2回防災講演会）

広島弁護士会館 13時30分～
17時

防災講演会「みんなで考える平成30年7月豪雨災害」，地形・
地質による発生特性・避難行動・被災者支援の報告，会費：無
料 問合せ：082-511-0305
　ipej-hiro@rapid.ocn.ne.jp　中国本部事務局　担当：勝田

★資源工学部会（講演会） 機械振興会館
（6F会議室6-61）

18時～20時 「再生可能エネルギー（地熱・地中熱）及び未利用エネルギー
（廃熱）を活用した，融雪システムの開発普及の取り組みにつ
いて」（株）アールアンドイー　米田直司氏（資源工学），会費：
1,000円，申込はHP行事予定から

6日（水） ★技術士包装物流グループ
（関西支部第144回研究
会）

大阪府門真市　パナ
ソニック企業年金基
金「松心会館」

18時～21時 講演：「ドローンの最新事情について」講師：藤戸輝洋氏
（（株）未来図社長），会費：日本技術士会会員2,000円，研
究会会員3,000円
 申込：tatsuya.hirata@mpx-group.jp　平田達也迄

7日（木） ★第23回「震災対策技術
展」横浜　防災講演会

パシフィコ横浜 13時30分～
15時

「震災対策技術展・横浜」でシンポジウムを開催します，詳細
は本誌p.61参照

8日（金） ★機械部会（例会） 機械振興会館
6-67会議室

18時30分～
20時30分

「マイクロマシンの原型としての細胞力学」森下信氏（日本
機械学会筆頭副会長，横浜国大理事･副学長），会費：会員
1,000円，非会員2,000円，申込問合せは日本技術士会
HPから

★情報工学部会（講演会・
一次合格者祝賀会）

機械振興会館
研修室1，2

18時30分～
21時

テーマ：「二次合格者体験談」講師：三谷洋之氏，他1名，詳
細は情報工学部会HP（www.ipej.net），申込は日本技術士
会HP（www.engineer.or.jp）まで

9日（土） ★中国本部（平成30年度
技術士一次試験合格ガイ
ダンス・祝賀会）

広島市文化交流会館 13時～19時 日本技術士会説明，特別講演・鳥居直也氏，体験談パネルデ
ィスカッション，会費（一次合格者，学生）無料，会員500円，
他1,000円，祝賀会修習技術者3,000円，他5,000円
 問合せ：ipej-hiro@rapid.ocn.ne.jp　中国本部事務局

13日（水）★化学部会（化学物質管理
研究会・勉強会）

機械振興会館 19時～
20時30分

「化学物質の労働衛生管理・実践編，作業環境測定と個人サン
プラーの知識」講師：中丸宜志技術士，参加費：研究会会員
1,000円，非会員2,000円
 問合先：6302psgw@jcom.zaq.ne.jp　高田

16日（土）★環境マネジメントセンター 未定 10時～12時 例会（情報交換），ミニ講演：未定，講師：未定，申込は行事予
定から

★九州本部（北九州地区支
部CPD・KIGS共催イ
ベント）

北九州市八幡東区：
北九州イノベーショ
ンギャラリー（KIGS）

13時～17時 KGS調査研究報告会「金型技術の系統化調査」国立科学博
物館主任調査委員（KIGS），北九州地区支部技術報告「北九
州市の建築都市行政の紹介」永江孝之氏（北九州市）
 問合せ：093-612-0191　小柳

★経営工学部会（2月例会）機械振興会館
B3階研修 -2室

13時～17時 三団体連携講演会，日本経営工学会，日本 IE協会，当部会か
らの講演，終了後交流会（19時ごろまで），詳細は部会HP
等参照，申込はHP行事予定等から

★中国本部（岡山県支部・
技術士第一次試験合格者
ガイダンス・交流会）

奉還町りぶら 13時30分～
19時

ガイダンス，修習体験談及び交流会，会費：修習技術者無料，
会員500円，非会員1,000円，交流会参加費1,000円
 問合せ：086-254-2422　岡山県支部事務局

★生物工学部会
　（例会・東京会場）

機械振興会館
6D-4会議室

14時～19時 技術士第一次試験新合格者顔合わせ会（東京会場）を開催，
17時より技術懇話会を開催予定，申込は行事予定から，締
切は2月9日，詳細は部会HPまで
 問合せ：kuboceo@gmail.com　久保

19日（火）★応用理学部会（講演会） 機械振興会館
6-67号室

18時30分～
21時

1．題目：準天頂衛星に関する最新の話題提供（仮），2．講師：
内閣府宇宙開発戦略推進事務局　技術参与　今給黎哲郎氏，
3．問合せ：h.tsuboi.ce@mopera.net　坪井
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予定が変更される可能性がありますので，HPで最新の予定を確認のうえお申し込み下さい。

開催月日 会合・行事名 場　所 時　間 内容／連絡先

2
月

20日（水）★金属部会（講演会） 機械振興会館
6階65号室

18時～
20時30分

「最近の鉄鋼技術の動向と将来の国内製鉄所のあり方」竹本
統氏　竹本技術士事務所，2,000円夕食付，食事無1,000
円，申込会HP行事案内（食事無は備考欄に）
 問合せ：yamazaki@seishin-ip.com　山崎

22日（金）★平成30年度海外技術協
力実務講習会 -第2回

機械振興会館
B3F　研修2

13時30分～
17時

詳細が決まりましたら，海外活動支援委員会HPに掲載します。
https://www.engineer.or.jp/c_cmt/overseas/

23日（土）製造物責任技術相談センター
（PL事例研究WG第241回）

新橋生涯学習センタ
ー（予定）

9時50分～
11時50分

PL判例検討：低温ブライン循環装置電磁弁亀裂発生事件（岩
崎和市氏），PL事故紹介（平野輝美氏），会費：1,000円
 問合せ：YFA80495@nifty.com　担当：渡邉

★生物工学部会
　（例会・大阪会場）

大阪市立西区民セン
ター第三会議室

13時～17時 技術士第一次試験新合格者顔合わせ会（大阪会場）を開催，別
会場にて17時より懇親会（技術懇話会）を開催予定，申込は
行事予定から，締切は2月16日，詳細は部会HPまで
 問合せ：kuboceo@gmail.com　久保

★生物工学部会
　（例会・札幌会場）

北海道クリスチャン
センター

14時～17時 技術士第一次試験新合格者顔合わせ会（札幌会場）を開催，別
会場にて懇親会を開催予定，締切は2月15日，詳細は部会
HPまで，申込・問合せ：ttamura@lagoon.ocn.ne.jp　田村

★経営管理チーム
　（2月例会）

機械振興会館
B3-2会議室

14時～17時 「経営管理に貢献できる ITとは?IoTはもう古い?」講師：
木崎洋氏（電気電子／総合／経営工学），講演後ワンドリンク
交換会　KKT会員外会費：2,000円，申込：日本技術士会
HP行事予定から

ロボット技術研究会
（第182回例会）

フジイチパークタワ
ーズ1階会議室

14時～17時 1．講演：「ボート競技動作に関する整体面からの考察」篠崎
博文氏（機械），2．出席者間での情報交換，3．会費一律
1,000円，4．申込・問合せ：reo.fujita@gmail.com藤田
◇新規会員募集中◇

26日（火）★東北本部（宮城県支部豊
年技術士懇談会・講演会）

仙台市市民活動サポ
ートセンター

15時30分～
17時30分

演題：「戦国日本を世界史から読み直す　～秀吉・家康・政宗
の世界戦略～」講師：宮城学院女子大学学長　平川新氏，参
加費は無料，終了後，懇親会有り，申込・問合せは東北本部
事務局

28日（木）★化学部会（講演会） 機械振興会館 18時～
19時30分

「液晶・超分子構造体の構築と機能開拓」加藤隆史氏（東京大
学教授）

3
月

2日（土） ★新規開業技術士支援研究会 北トピア
803会議室

13時30分～
15時

内容：事例の紹介と討議，講師：柳川力氏（フェロー），根本
泉氏（建設），参加費：1,000円，詳細はHP
http://www.cea.jp/kaigyou/　連絡先：cea@cea.jp

8日（金） ★原子力・放射線部会
　（第64回技術士の夕べ）

機械振興会館
6階6-65

18時～20時 意見交換会「東日本大震災から8年を迎えるに当たって（仮
題）」，詳細は決まり次第，部会HPに掲載
 問合せ：akiko.nishimura.ca@hitachi.com　西村

★機械部会（例会） 機械振興会館
6-67会議室

18時30分～
20時30分

「コネクテッド・インダストリーズ～我が国製造業に必要な
変革」三上建治氏（経済産業省　製造産業局　製造産業技術
戦略室　室長），会費：会員1,000円，非会員2,000円，申
込問合せは日本技術士会HPから

9日（土） ★中部本部（春季講演会） 名古屋工業大学2号
館C棟0211教室

13時20分～
17時

講演1「3Dプリンタの誕生物語」弁理士小玉秀男氏，講演
2「CAEの高精度化に求められる材料物性実験技術の進化に
関する研究会の紹介」名古屋工業大学西田政弘教授，参加費
1,000円，交流会4,000円，詳細中部本部HP

13日（水）★3月度技術士CPDミニ
講座

機械振興会館
地下3階　研修2

18時～20時 内容：「バングラデシュの地下水ヒ素汚染と安全な水供給の
課題」，詳細は本誌p.61参照

14日（木）★衛生工学部会（見学会） 目黒清掃工場 14時～
16時30分

内容：目黒清掃工場解体工事の見学，人数：限定40名，終了
後懇親会（会費別途，要申込み），会費：会員1,000円，非会
員2,000円，詳細はHP参照
 連絡：enomoto-yasu@kxa.biglobe.ne.jp　榎本

16日（土）★環境マネジメントセンター 未定 10時～12時 例会（情報交換），ミニ講演：未定，講師：未定，申込は行事予
定から

九州本部
（北九州地区支部CPD）

北九州市八幡東区：
北九州イノベーショ
ンギャラリー（KIGS）

13時～17時 技術報告①「物流を中心とした北九州港の紹介」井上康一氏
（北九州市）②「タイでの会社経営と自社工業」香月俊幸氏
（金属），③「未定」 問合せ：093-612-0191　小柳

20日（水）★金属部会（講演会） 機械振興会館
6階65号室

18時～
20時30分

「メタルと火薬」柿本悦二氏　旭化成（株），2,000円夕食付，
食事無1,000円，申込会HP行事案内（食事無は備考欄に）
 問合せ：yamazaki@seishin-ip.com　山崎

23日（土）製造物責任技術相談センター
（PL事例研究WG第242回）

新橋生涯学習センタ
ー（予定）

9時50分～
11時50分

PL事例研究：未定（榊勲氏），PL事故紹介（平野輝美氏），会
費：1,000円
 問合せ：YFA80495@nifty.com　担当：渡邉

28日（木）★環境部会
　（2018年度3月講演会）

機械振興会館 18時30分～
20時40分

「RE100」をテーマに演題・講師を調整中，会費：会員
1,000円（入会1年未満は免除），非会員2,000円　※詳細
が決まり次第部会HPでご案内します。


