平成 29 年 6 月吉日

会員各位
公益社団法人 日本技術士会 中国本部 岡山県支部
支部長 木口 誠二

公益社団法人 日本技術士会 中国本部 機械／船舶･海洋／航空･宇宙部会

平成 29 年度 機械部会 Web 中継（ご案内）
拝啓 時下益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。平素より、公益社団法人日本技術士会中国本部の活動
に、格別のご高配をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、日本技術士会中国本部 機械/船舶･海洋/航空･宇宙部会（通称：機械部会）は、平成 29 年 6 月 24 日(土)
に産総研（AIST）と共催にて、講演会を広島で開催致します。この度、岡山県支部の皆様にも Web 中継により
参加、聴講をして頂くことが可能になりました。
わが国のものづくりの現状を放置できない理由が 2 つあると言われ、その１つは「労働力不足」
、もう一つは、
「第 4 次産業革命」の到来です。これらは当部会でも注目し今までテーマとして取り上げてきたものです。
ここ数年、皆様からのアンケートにてご要望の最も多かったのが「ものづくり AI、IoT 技術関係」で、
これに焦点を当て、昨年度の NEDO のご講演に続き AIST 及び地域企業における 2 事例を通して技術士の考
えを含めご講演いただきます。AIST からは、政府の最新の計画概要等もご紹介いただけますので、お誘い
あわせの上、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 敬具
記
１.日 時： 平成 29 年 6 月 24 日(土) 14：00～17：20 ＜会場受付開始：13:40＞
２.場 所：山陽ロード工業株式会社 岡山営業所（下記地図をご参照ください。
）
（※ 駐車場には限りがございますのでご了承ください。）
３.プログラム
【講 演 会】14：00～17：20
共催：国立研究開発法人 産業技術総合研究所（AIST）
協賛：一般社団法人 日本機械学会中国四国支部
14：00～14：05 挨拶
中国本部機械/船舶･海洋/航空･宇宙部会長 大江 清登
14：05～15：35【基調講演】
「IoT 活用ものづくりの現状と将来 ―産総研の取り組みのご紹介－」
加納 誠介 氏 国立研究開発法人 産業技術総合研究所（AIST）
エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門副研究部門長
15：35～15：45
＜休 憩＞
15：45～16：35【講演１】
「プラント設備保全技術とビッグデータ活用への取り組み」
立山 隆志 氏 （技術士：機械部門） 三菱ケミカル株式会社 設備技術部
16：35～17：15【講演２】｢射出成形機開発における IoT への取り組みについて｣
上園 裕正 氏 （技術士：機械部門) 株式会社日本製鋼所 射出機械部
17：15～17：20 閉会挨拶 機械部会副部会長 金子 康紀
４．定員、対象、参加費、ＣＰＤ
(1) 定 員 ：15 人(岡山会場)
(2) 対 象 ：会員及び技術士、一般参加者を歓迎します。
(3) 参加費 ：無料
(4) ＣＰＤ ：参加者には日本技術士会から
３時間の参加票を発行します。
５．申込について
(1)締め切り ：平成 29 年６月 19 日（月）（ただし、定員になり次第締め切ります。）
(2)申し込み：公益社団法人 日本技術士会 中国本部 岡山県支部 事務局
電 話 ：086-252-8943 FAX：086-252-8919 E-mail: okayama@ipej-chugoku.jp

平成２９年度機械部会 例会／講演会／懇親会 参加申込書
平成２９年６月２４日
主催：公益社団法人日本技術士会中国本部
共催：国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST）
申込ＦＡＸ番号：086-252-8919
※メール送信可能な方は、事務局の省力化のため、メールによる申込をお願いします。

下記の通り申し込みます
岡山会場と山口会場で Skype 中継をします。詳細は各県支部からの案内をご参照ください。

(下記に■(または☑)ください)
・例 会；参 加【□広島会場、□岡山会場、□山口会場】
・講演会；参 加【□広島会場、□岡山会場、□山口会場】
・懇親会；参 加【□広島会場のみ】
氏名
申込者

□不参加 （技術士機械部会員対象)
□不参加 （会員の他一般の方対象）
□不参加 （会員の他一般の方対象）

資格(注 1)

区分(注 2)

□技術士 □修習技術者
□その他

□会員 □非会員 □産総研
□機械学会員 □一般 □学生

技術部門
(注 3)

□機械 □船舶･海洋 □航空･宇宙 □電気電子 □化学 □繊維 □金属
□資源工学 □建設 □上下水道 □衛生工学 □農業 □森林 □水産
□経営工学 □情報工学 □応用理学 □生物工学 □環境 □原子力･放射線
※複数選択可 □総合技術監理
勤務先

連絡先

E-mail

□会社 □自宅

ＦＡＸ

□会社 □自宅

ＴＥＬ

□会社 □自宅

注1） 資格は該当するものに■(または☑)を入れる。
注2） 区分で会員とは日本技術士会会員を指し、該当するものに■(または☑)を入れる。
注3） 技術部門は技術士か修習技術者のみ、該当するものに■(または☑)を入れる。
注4） 連絡先は(会社・自宅)のうち、該当するものに■(または☑)を入れ、E-mail 等を記入。
注5） 同行者がいる場合は下記に記入。
注6） この個人情報は、本行事の参加申込み以外には使用しません。

氏名

資格(注 1)

区分(注 2)

□技術士 □修習技術者 □会員 □非会員 □産総研
□その他
□機械学会員 □一般 □学生
同行者

□技術士 □修習技術者 □会員 □非会員 □産総研
□その他
□機械学会員 □一般 □学生
□技術士 □修習技術者 □会員 □非会員 □産総研
□その他
□機械学会員 □一般 □学生

問合せ先：〒700-8617 岡山市北区津島京町 3-1-21 株式会社エイト日本技術開発内
公益社団法人 日本技術士会 中国本部岡山県支部事務局
TEL.086-252-8943 FAX.086-252-8919

E-Mail: okayama@ipej-chugoku.jp

岡山会場
山陽ロード工業株式会社（岡山営業所）
岡山市北区田益 1388-7 田益エイトビル 4F
http://www.sanyou-road.co.jp/company.html
（地図：http://www.ej-jimco.co.jp/access.html）

地域会場

