行
開催日
月
6

事

カ

名称・開催地・掲載号

レ

ン

ダ

主催

ー

太字本会主催(ホームページ掲載)

問合先

TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
TEL 0338688957 office＠jsces.org
http://www.jsces.org/koenkai/22/

国際交流ワークショップ「材料系学協会における
国際交流活動の課題と展望」(東京)

軽金属学会

6～8

第23回計算工学講演会(名古屋)

日本計算工学会

7，21

第 233 ・ 234 回西山記念技術講座 鉄鋼業におけ
る地球温暖化対策の未来～ LCA と他業界からそ
のヒントを探る～(大阪)(早稲田大)

日本鉄鋼協会

TEL 0336695933 educact＠isij.or.jp
https://www.isij.or.jp/muwguz8rx

8

2018電気化学セミナー 2「初心者のための電気化
学測定法―基礎編」
（東京理科大）

電気化学会

8

第107回シンポジウム「自動車用電動パワートレ
インの将来展望とそれを支える軽金属技術」(日
大)

軽金属学会

TEL 0332344213
ecsj＠electrochem.jp
http://electrochem.jp/promotion/index.
html
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/




第回若手研究グループ「量子ビーム散乱測定に
よる金属組織形成過程のマルチスケール解析研
究」（北大）（本号
頁）

若手研究グループ morooka＠post.j
parc.jp
No.4

11～12

平成30年度溶接入門講座(東京)

溶接学会

14

第59回塗料入門講座 前期(東大駒場)

14～15

第 23 回動力・エネルギー技術シンポジウム(宇
部)

色材協会・関東支 TEL 033443
2811
admin＠jscm.or.jp
部
http://www.shikizai.org/
日本機械学会
TEL 0353603505
http://www.jsme.or.jp/

15

第 99 回 金 属 の ア ノ ー ド 酸 化 皮 膜 の 機 能 化 部 会
(ARS)例会(首都大学東京)

表面技術協会・金 ars＠sfj.or.jp
属のアノード酸化
皮膜の機能化部会
(ARS)

20～21

第156回塑性加工学講座「板材成形の基礎と応用
～基礎編～」
（東京電機大）

日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

22

第108回シンポジウム「知っているようで知らな
い軽金属の表面処理」～陽極反応による表面の制
御～(工学院大)

軽金属学会




平成年度日本金属学会九州支部学術講演会(九
工大）(本号
頁)

26～28

第65回表面科学基礎講座(東京理科大)

27

第23回課題研究成果発表会(大阪)

28～29

第12回核融合エネルギー連合講演会―(大津)

TEL 0938843371 FAX 0938843350
ishimaru＠post.matsc.kyutech.ac.jp
日本表面科学会
TEL 0338120266 shomu＠sssj.org
http://www.sssj.org
軽金属奨学会
TEL 0662713151
lmfoundation＠nifty.com
プラズマ・核融合 TEL 052
7353185
学会，日本原子力 plasma＠jspf.or.jp
学会
http://www.jspf.or.jp/12rengo/

28～29

平成 30 年度「デジタルラジオグラフィに関する
技術講習会」
（東京）

29

第76回塑性加工技術フォーラム「IoT 活用による
賢い塑性加工技術」
（東京）

月
1～6

TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/

TEL 0358236324
http://www.jwes.or.jp/
日 本 塑 性 加 工 学 http://www.jstp.or.jp
会・日本鍛圧機械
工業会

平成 30 年度「デジタルラジオグラフィに関する
技術講習会」
（大阪）

3～4

第28回電子顕微鏡大学(東大)

3～5

第 21 回 X 線 分 析 講 習 会
(東京理科大)（第10回）

TEL 0358236324
http://www.jwes.or.jp/
日本顕微鏡学会
jsmdenken＠bunken.co.jp
http:/microscopy.or.jp/univ/
日 本 分 析 化 学 会 TEL 035228
8266
X 線 分 析 研 究 懇 inakai＠rs.kagu.tus.ac.jp
談会
http://www.achem.eng.osakacu.ac.jp/
xbun/

9 ～12

12

12

12～13

定員
100名

6.4

定員
100名
講演
2.23

6.1

定員
45名
定員
100名

6.20

日本溶接協会

2～3

日 本 表 面 真 空 学 会 関 西 支 部 合 同 セ ミ ナ ー 2018
「物質中を探る科学と技術―溶液や機能性材料の
その場観察―」(阪大)

6.1

九州支部

IIW6 実行委員会

4

定員
60名

TEL 0358254073
jwsinfo＠tg.rim.or.jp
http://www.jweld.jp/

6th International Indentation Workshop (IIW6)
(北大)

蛍光 X 線分析の実際

締切

定員
150名

TEL 0298513354(6426)
iiw6_2018＠nims.go.jp

日本溶接協会

日本表面真空学会 TEL 066879
7855
関西支部
sv2018＠ap.eng.osakau.ac.jp
http://www.vacuumjp.org/
The 6th International Conferenceon the Charac- 紛体工学会
TEL 0453393959
terization and Control of Interfaces for High Qualhttp://ceramics.ynu.ac.jp/iccci2018/
iccci2018＠ml.ynu.ac.jp
ity Advanced Materials (ICCCI2018)(倉敷)
第188回腐食防食シンポジウム「化学プラント設 腐食防食学会
TEL 0338151161
備における外面腐食」～保温材下腐食を中心に現
ysm.hng1130033＠jcorr.or.jp
状とその管理や検査技術について～（東京）
http://www.jweld.jp/
第59回塗料入門講座 後期(東大駒場)
色材協会・関東支 TEL 033443
2811
部
adminr＠jscm.or.jp
//
http: www.shikizai.org/
第 52 回 X 線材料強度に関するシンポジウム(静 日本材料学会
TEL 0552436111
岡)
yatsushirovvm＠pref.yamanashi.lg.jp

6.15

定員
180名

定員
70名
定員
100名
講演
3.9

開催日

名称・開催地・掲載号

主催

問合先




平成
年度日本金属学会・日本鉄鋼協会 両北海
道支部合同サマーセッション(札幌)(号
頁)

北海道支部(北大) TEL/FAX 0117066352
jim_hokkaido＠eng.hokudai.ac.jp

18～20

スマートエンジニアリング TOKYO2018(東京)

20

第328回塑性加工シンポジウム「塑性加工シミュ
レーションを活用した最適設計法とその適用事
例」（名工大）

化学工学会・日本 TEL 033434
1988
能率協会
set＠jma.or.jp
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

23～24

平 成 30 年 度 J PARC MLF 産 業 利 用 報 告 会 ( 東
京)

JPARC MLF 他

23～25

平成30年度溶接工学夏季大学（阪大）

溶接学会

27

第 76 回技術セミナー「腐食を理解するための電
気化学入門」(東京)

腐食防食学会

27

第395回講習会 見学会付き基礎講座「難削材切 精密工学会
削加工～基礎から最新技術まで～」
（東京電機大）

27

レアメタル研究会（東大生産技研）
（本号294頁） レアメタル研究会 TEL 035452
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
第 46 回 薄膜・表面物理セミナー( 2018 )ダイヤ 応 用 物 理 学 会 薄 TEL 033828
7723
モンドの形成技術から応用・未来技術―センシン 膜・表面物理分科 igarashi＠jsap.or.jp
グからグリーン・パワーデバイスまで―(東京)
会
http://www.jsap.or.jp/

27

30～31

第 48 回初心者のための有限要素法講習会（演習
付き）（京都）

30

日本学術会議公開シンポジウム「SDGs 時代にお
ける資源開発後の鉱山環境対策のあり方」(東京)

31～8.2

第24回結晶工学スクール(2018年)(東京農工大)

月
1～3

TEL 0292195300
m_shiraishi＠cross.or.jp
TEL 0358254073
jwsinfo＠tg.rim.or.jp
http://www.jweld.jp/
TEL 0338151161
naito1130033＠jcorr.or.jp
TEL 0352265191
http://www.jspe.or.jp/

TEL 0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/
日本学術会議 材 TEL 033402
0541
料工学委員会他
info＠mmij.or.jp
http://www.mmij.or.jp/events/4236.html
応用物理学会
TEL 0338287723
divisions＠jsap.or.jp
http://annex.jsap.or.jp/kessho/index.html
日本材料学会

第 45 回コロージョン・セミナー「サステイナブ
ル社会を支える腐食防食エキスパートを目指し
て」（幕張）

腐食防食学会

5～8

15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS
―Structural Sector Approaches for New Functionalities and Durability―(北九州)

傾斜機能材料研究 TEL 052
7355293
会
fgms_2018＠fjast.or.jp
http://www.fgms.net/isfgms2018

7～8

第31回 DVXa 研究会(長岡)

DVXa 研究会

8 ～12

6th International Solvothermal & Hydrothermal
Association Conference(ISHA2018)(東北大)

20～21

第48回初心者のための有限要素法講習会(演習付
き)（京都）

22

2018年茨城講演会(茨城大学)

23～24

第10回「役に立つ真空技術入門講座」（大阪電気
通信大）

27～29

日本実験力学会2018年度年次講演会(山梨大)

29～31

平成30年度工学教育研究講演会(名工大)


～


金属・無機・有機材料の結晶方位解析と応用技術
研究会(堺)(号頁)

研 究 会 No. 67 ・ TEL 0286896033
高山(宇都宮大)
FAX 0286896078
takayama＠cc.utsunomiyau.ac.jp

2018電気化学セミナー 3「初心者のための電気化
学測定法―実習編」
（東工大）

電気化学会

4～5

第34回分析電子顕微鏡討論会（幕張メッセ）

日本顕微鏡学会

4～6

第20回日本感性工学会大会（東京大）

日本感性工学会

月
4～5

締切

定員
80名

定員
70名

定員
60名

参加
7.5

7.20

7.9

TEL 0338151161
naito1130033＠jcorr.or.jp

TEL 0258479345
tagaya＠mst.nagaokaut.ac.jp
http://mst.nagaokaut.ac.jp/nanobio/
2018DVXa.html
東 北 大 学 多 元 物 TEL 022
2176322
質科学研究所
isha2018＠grp.tohoku.ac.jp
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/
event/ISHA2018/

TEL 0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/
日本機械学会関東 TEL 035360
3500
支部
ktstaff＠jsme.or.jp
日本表面真空学会 TEL 066397
2279
関西支部
shinkukansai＠prec.eng.osakau.ac.jp
http://www.jvss.jp/
日本材料学会

発表
2.28

7.20

定員
100名

TEL 0552208673
yasumii＠yamanashi.ac.jp
http://www.jsem.jp/event/Annual18/
index.html
日本工学教育協会 TEL 035442
1021 kawakami＠jsee.or.jp
他
https://www.jsee.or.jp/
日本実験力学会

TEL 0332344213
ecsj＠electrochem.jp
http://electrochem.jp/promotion/index.
html
TEL 0774383057
bunseki34＠eels.kuicr.kyotou.ac.jp
http://eels.kuicr.kyotou.ac.jp/bunseki2018/
TEL 0336668000
jske＠jske.org
http://www.jske.org/taikai/jske20

6.15

8.20

事前参加
8.24
事前
7.13

開催日

名称・開催地・掲載号

～

高温変形の組織ダイナミクス研究会「平成 30 年
度 夏の学校」（武雄）(本号頁)

5～7

日本セラミックス協会第 31 回秋季シンポジウム
(名工大)

14


～


月
10～12

主催

問合先

No. 76  高 温 変 TEL/FAX 0172393643
形の組織ダイナミ mineta＠hirosakiu.ac.jp
クス研究会

日本セラミックス TEL 033362
5232 fall31＠cersj.org
協会
http://www.ceramic.or.jp/igsyuki/31/
レアメタル研究会（東大生産技研）
（本号294頁） レアメタル研究会 TEL 035452
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
日本金属学会秋期講演大会(東北大学川内北キャ 日本金属学会
TEL 0222233685 FAX 0222236312
ンパス・仙台国際センター)(仙台)（本号
頁)
annualm＠jim.or.jp, member＠jim.or.jp

締切
発表
7.13
参加
8.3

講演
7.6
参加
8.17

第37回電子材料シンポジウム（EMS37）（長浜） 電子材料シンポジ TEL 066879
7548
ウム運営実行委員 tatebaya＠mat.eng.osakau.ac.jp
会
http://ems.jpn.org/
第 9 回材料電磁プロセッシング国際シンポジウ 日本鉄鋼協会
TEL 0336695932 ryo＠isij.or.jp
ム(EPM2018)(兵庫)
http://www.epm2018.org/index.html
第 2 回 EBSD 法による損傷評価講習会（京都）
日本材料学会
TEL 0757615321
jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/

8.24
定員
40名

18～19

キャビテーションに関するシンポジウム(第 19
回)(北大)

講演
6.4

19

第15回フラクトグラフィシンポジウム（京都）

25～26

第54回 X 線分析討論会(東京理科大)

日 本 分 析 化 学 会 TEL 035228
8266
X 線 分 析 研 究 懇 inakai＠rs.kagu.tus.ac.jp
談会

25～27

結晶塑性の原子過程に関する国際シンポジウム―
結晶強度の定量的理解に向けて―(東大)(3 号130
頁)

29～31

第 39 回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用
に関するシンポジウム(同志社大)

日本学術振興会産 TEL 035452
6111
学協力第 133 委員 yasushi＠iis.utokyo.ac.jp
会
http://www.apcp.iis.utokyo.ac.jp
超音波エレクトロ TEL 042
4435166
ニクス協会
h.nomura＠uec.ac.jp
http://www.usejp.org/

30～11.2

The 13th International Symposium on Advanced 日本実験力学会
Science and Technology in Experimental
Mechanics(Taiwan)

14～18
17

月
9

9

日本学術会議第三 TEL 011
7066430(直通)
部
masao.watanabe＠eng.hokudai.ac.jp
http://cavitation19.sakura.ne.jp/index.html
日本材料学会
fractosym＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/

レアメタル研究会（東大生産技研）
（本号294頁） レアメタル研究会 TEL 035452
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
//
http: www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_j.html
第 21 回ミレニアム・サイエンスフォーラム(東 ミレニアム・サイ TEL 036732
8966
京)
エンス・フォーラ msf＠oxinst.com
ム
http://www.msforum.jp/
第14回核破砕材料技術国際ワークショップ( 14th
International Workshop on Spallation Materials
Technology, IWSMT14)(いわき)

J  PARC セ ン TEL 0992858265
ター
ksato＠mech.kagoshimau.ac.jp

12～14

第13回日本磁気科学会年会(東北大）

日本磁気科学会

26～28

第59回高圧討論会(岡山理科大）

日本高圧力学会

エコデザイン・プロダクツサービスシンポジウ
ム 2018(EcoDePS2018)(早稲田大)

エコデザイン学会 secretariat＠ecodenet.com
連合
http://ecodenet.com/EcoDePS2018/
日本固体イオニク TEL 075
7536850
ス学会
yamamoto.kentaro.4e＠kyotou.ac.jp
https://ssi2018.sympsiumhp.jp
日本材料学会
TEL 0757615321
http://www.jsms.jp/

5～7

第44回固体イオニクス討論会(京大)

6～7

第56回高温強度シンポジウム(石垣）


年月
レアメタル研究会(東大生産技研）(本号294頁）
11

26

講演
7.23

TEL 0253689310
officejsem＠clg.niigatau.ac.jp
https://201813thisem.webnode.tw/

11～16

月
5

講演
7.6
講演
7.27

第24回高専シンポジウム in Oyama(小山高専）

TEL 0222152017
mogi＠imr.tohoku.ac.jp
http://www.magnetoscience.jp/index.html
TEL 07055453188
touronkai59＠highpressure.jp
http://www.highpressure.jp/new/59forum/

レアメタル研究会 TEL 035452
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
高専シンポジウム TEL 028520
2141
協議会他
senkou＠oyamact.ac.jp

講演
7.10

講演
9.10

開催日

名称・開催地・掲載号

主催

問合先


年月
レアメタル研究会（東大生産技研）
（本号294頁） レアメタル研究会 TEL 035452
8
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html

～

日本金属学会春期講演大会（東京電機大学東京千 日本金属学会
TEL 0222233685
住キャンパス）（東京）
FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp

年月
世界水素技術会議2019(東京)
水素エネルギー協 TEL 029
2～7
8618712
会
org＠whtc2019.jp
http://whtc2019.jp

年月

～

日本金属学会秋期講演大会（岡山大学津島キャン 日本金属学会
TEL 0222233685
パス）（津島）
FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp

締切

