行
開催日
月
6

事

カ

名称・開催地・掲載号
第74回 レアメタル研究会(東大生産技研)
(本号49頁)

レ

ン

主催・担当

ダ

ー

太字本会主催(ホームページ掲載)

問合先

レ ア メ タ ル 研 究 TEL 035452
6314
会・宮嵜(東大生 okabelab＠iis.u
tokyo.ac.jp
産技研岡部研)
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/rc40_ j.html
日本セラミックス TEL 086
2518896
協会 基礎科学部 kiso55＠ecm.okayamau.ac.jp
会・難波(岡山大) http://ecm.okayama
u.ac.jp/kiso55/

12～13

第55回 セラミックス基礎科学討論会(岡山)

13

第149回塑性加工学講座「熱処理とその周辺技術」 日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp
(東京)




チタンの計算材料科学の現状と展望(関西大)( 研究会 No. 74・
号頁)
上田(東北大)

17

第101回シンポジウム「多機能性アルミニウム材
料の開発と応用」～素材に息吹を与える多機能化
～(早稲田大)

軽金属学会

19

表面科学技術研究会2017
高度なモノづくりを支える表面洗浄技術―洗浄と
はなに 完璧洗浄を目指して―(京都)

20

第36回疲労講座「初めて学ぶ金属疲労」(札幌)

20～21

第 22 回電子デバイス界面テクノロジー研究会―
材料・プロセス・デバイス特性の物理―(三島)

日本表面科学会関 TEL 075
8231092
西支部他・大田
mota＠shimadzu.co.jp
http://www.sssj.org/Kansai/
日本材料学会
TEL 0757615321
jimu＠jsms.jp
応 用 物 理 学 会 薄 sawano＠tcu.ac.jp
膜・表面物理分科 http://home.hiroshima-u.ac.jp/oxide/
会・澤野(東京都
市大)




金属学会シンポジウム「データサイエンスと材料
研究開発」(東京)(本号
頁)

21

第 48 回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジウ
ム(東京)

23

第220回塑性加工技術セミナー「はじめての表面
分析―表面形状および結晶組織測定の基礎―」
(東工大)

23

腐食防食部門委員会第314回例会(大阪)

日本材料学会




金属学会シンポジウム「高温物性値測定技術の最
前線とものづくりへのアプローチ」(東工大)(本
号頁)

日本金属学会

24～25

Symposium on Surface Science & Nanotechnology ―25th Anniversary of SSSJ Kansai―(京都)
低炭素社会を実現する先端的耐熱材料・軽量材料
の開発(シンポジウム)(東京)

26

26～27
26～27

ueda＠material.tohoku.ac.jp
TEL/FAX 0227957295
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/

TEL 0222233685 FAX 0222236312
meeting＠jim.or.jp
日本非破壊検査協 TEL 035609
4015 oka＠jsndi.or.jp
会・岡
http://www.jsndi.jp
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp
日本金属学会

TEL 0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp
TEL 0222233685 FAX 0222236312
meeting＠jim.or.jp

日本表面科学会・ TEL 066850
5401
大塚(阪大)
sssn_office＠chem.sci.osakau.ac.jp
科 学 技 術 振 興 機 TEL 033512
3543
構 ・ 環 境 エ ネ ル toshiharu.tominaka＠jst.go.jp
ギー研究開発推進 http://www.jst.go.jp/alca/sympo2017/index.
部・ALCA・冨中 html
第24回超音波による非破壊評価シンポジウム(東 日本非破壊検査協 TEL 035609
4015
京)
会
oka＠jsndi.or.jp
第150回塑性加工学講座「圧延加工の基礎と応用」 日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp
(阪大)

26～27

第45回ガスタービンセミナー(和光)

26～27

2016年度技術者継続教育「先進コース」講習会

27

第221回塑性加工技術セミナー「塑性加工屋にわ
かる材料知識 ―鉄系編―」(阪大)

27

第 33 回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組
織―中級編(時効析出)」(第 4 回)(京都)

軽金属学会

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

27

第 211 回研究会/第 63 回磁気工学専門研究会「医
療と磁気の現状と将来展望」(中央大)

日本磁気学会

TEL 0352810106
http://www.magneticsjp/event/research/
topical_211/

28

第22回高専シンポジウム in MIE(鳥羽商船高専)


～.

研究集会「第回プラストンに基づく変形現象研
究会～変形機構研究のフロンティア～」(京大)
(本号頁)

高専シンポジウム TEL 059925
8402
協議会他
soumukikaku＠tobacmt.ac.jp
http://www.suzukact.ac.jp/
研 究 会 No. 70 ・ TEL 0757535573
大石(京大)
FAX 0757535578
admin＠esism.kyotou.ac.jp

月
3

日本ガスタービン gtsj
office＠gtsj.org
学会
http://www.gtsj.org/
日本マリンエンジ TEL 036453
9453 staff＠jime.jp
ニアリング学会
http://www.jime.jp
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

第 386 回講習会 「これが工具の最前線 ～切
削現象解明からの最新工具の使いこなし・革新工
具まで～」(東京)

精密工学会

9 ～10

表面科学セミナー 2017 「物質・材料開発の新潮
流―マテリアルズ・インフォマティクスの最前線
―」(東京理科大)

9 ～10

LMP シンポジウム 2017 レーザ加工技術の 基
礎・応用と最新動向(大阪大)

TEL 0338120266
shomu＠sssj.org
http://www.sssj.org
日本溶接協会・黒 TEL 035823
6324
井
kuroi＠jwes.or.jp




締切

日本表面科学会

TEL 0352265191
http://www2.jspe.or.jp/

定員
60名

1.6
定員
80名

1.18

1.10
定員
200名

1.10

定員
60名

1.12

1.19

定員
70名

定員
90名
定員
40名

1.20

定員
60名

1.18

本 会 記 事

開催日

名称・開催地・掲載号

13

2017 年 産業技術総合研究所中部センター 研究
講演会(名古屋)




第回「若手フォーラム」―ポスターセッション
併催(岡山)(本号頁)

17

第 102 回シンポジウム「こんなことまでできる
の アルミの表面処理で」～新機能を発現
するアルミニウム合金表面処理の最新情報～(工
学院大)

24
24

主催・担当

問合先

締切

産業技術総合研究 TEL 052
7367064・7063
所中部センター・ chubukouhouml＠aist.go.jp
吉田・林
http://www.aist.go.jp/chubu/pr/
kouenkai20170213.html
中国四国支部・竹 TEL 0862518027
元(岡山大)
FAX 0862518266
takemoto＠mech.okayamau.ac.jp
軽金属学会
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/

定員
150名

第321回塑性加工シンポジウム「航空機関連産業
の現状と市場参入への取組み」(同志社大)

日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

理研シンポジウム第 19 回「トライボコーティン
グの現状と将来」(和光)

理化学研究所大森
素形材工学研究
室，トライボコー
ティング技術研究
会・金

定員
80名
200名

第 69 回塑性加工技術フォーラム「プレスおよび
金型におけるセンシングと IT 技術の可能性」
(刈谷)

日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

定員
80名

3

第 42 回組織検査用試料の作り方(組織の現出)講
習会「鉄鋼材料・非鉄金属材料・表面改質処理お
よび異常組織材」(東京)

材料技術教育研究 TEL 047
4317451
会

2.24

6

第222回塑性加工技術セミナー「塑性加工屋にわ
かる材料知識 ―非鉄系編―」(東京)

日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

9 ～10

第 20 回 磁粉・浸透・目視部門・電磁気応用部
門・漏れ試験部門合同シンポジウム「表面探傷技
術における現場と研究の融合」(岡山)

日本非破壊検査協 TEL 035604015
会・中村
nakamura＠jsndi.or.jp
http://www.jsndi.jp/

定員
80名
参加
2.17

10

第75 回 レアメタル研究会(東大生産技研)(平成
28年度最終回)(本号49頁)




日本金属学会春期講演大会における企業説明会
(首都大学東京南大沢キャンパス)(本号
頁)

14～15

2016 年度量子ビームサイエンスフェスタ(つく
ば)

レ ア メ タ ル 研 究 TEL 035452
6314
会・宮嵜(東大生 okabelab＠iis.u
tokyo.ac.jp
産技研岡部研)
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/rc40_ j.html
日本金属学会
TEL 0222233685
secgnl＠jim.or.jp
高エネルギー加速 qbs
festaoffice＠pfiqst.kek.jp
器 研 究 機 構 ， J  http://qbsfesta.kek.jp/2016/
PARC セ ン タ ー
他


～

日本金属学会春期講演大会(首都大学東京南大沢
キャンパス)(八王子)(本号
頁)

日本金属学会




第回ランチョンセミナー(首都大学東京南大沢
キャンパス)(八王子)(本号
頁)

日本金属学会

第 8 回先端的な電子顕微鏡に関する国際会議(沖
縄)

EDGE2017
Organizing Committee
日本希土類学会
(阪大内)

月
2

月
14～19

TEL 0359187613
tribo＠tribocoati.st
https://www.sites.google.com/site/
tribocoating/

annualm＠jim.or.jp
TEL 0222233685 FAX 0222236312
http://www.jim.or.jp/convention/2017/
spring
TEL 0222233685

第33回希土類討論会(鳥取)

16～17

第 87 回(平成 29 年)マリンエンジニアリング学術
講演会(東京海洋大)

19～21

軽金属学会第132回春期大会(名大)

26

第 2 回マルチスケール材料力学シンポジウム(第
22 回分子動力学シンポジウム・第 10 回マイクロ
マテリアルシンポジウム)(名城大)

日本材料学会

http://www.jsms.jp

31～6.2

第22回計算工学会講演会(さいたま)

日本計算工学会

TEL 0338688957 office＠jsces.org
http://www.jsces.org/koenkai/22/

平成29年度塑性加工春季講演会(岐阜)

日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

第 51 回 X 線材料強度に関するシンポジウム(神
戸)

日本材料学会

TEL 0757615321
jimu＠jsms.jp

The 15th International Conference on Advanced
Materials (IUMRSICAM2017)(京大)

日本 MRS

TEL 0452638538
meeting＠iumrsicam2017.org
http://www.iumrsicam2017.org/

日本金属学会秋期講演大会(北海道大学)(札幌)

日本金属学会

annualm＠jim.or.jp
TEL 0222233685 FAX 0222236312

月
27～9.1
月
～

ま て り あ 第56巻 第 1 号(2017)
Materia Japan

定員
100名

2.10

講演
1.6
参加
2.10

TEL 0354526320
EDGE2017＠nims.go.jp
http://www.nims.go.jp/EDGE2017/

15～16

月
8 ～10
月
27～28

2.8

TEL 0668797352
kidorui＠chem.eng.osakau.ac.jp
http://www.kidorui.org/
日本マリンエンジ TEL 036453
9453 staff＠jime.jp
ニアリング学会
http://www.jime.jp
軽金属学会
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/

発表
1.20
講演
1.25
予約申込
4.20
講演
2.17

講演
3.10



開催日
月
11～13
月
5 ～10

20～24

名称・開催地・掲載号

主催・担当

問合先

締切

1st International Conference on Energy and 日本鉄鋼協会
Material Efficiency and CO2 Reduction in the
Steel Industry (EMECR2017)(神戸)

emecr2017＠issjp.com

第18回材料集合組織国際会議 18th Internation- ICOTOM 18 ・ 井
al Conference on Textures of Materials (ICOT- 上(大阪府立大)
OM 18) (St George, Utah, USA)
応用物理学会他
Plasma Conference 2017(姫路)

アブストラクト
TEL 0722549316
inoue＠mtr.osakafuu.ac.jp
2016.11.15
http://event.registerat.com/site/icotom2017
TEL 0527353185
mnhrmt＠meijou.ac.jp

