行
開催日

事

カ

名称・開催地・掲載号

レ
主催


年月
軽金属学会第136回春期大会(富山)
10～13

ー

太字本会主催(ホームページ掲載)

問合先

TEL 0335380232 shomu＠jilm.or.jp
http://www.jilm.or.jp/
日 本 希 土 類 学 会 TEL 066879
7352
(阪大内)
kidorui＠chem.eng.osakau.ac.jp
http://www.kidorui.org
日本海水学会 海水 TEL 046547
3161 shigen＠swsj.org
資源・環境研究会

第35回希土類討論会(吹田)

17

海水資源・環境シンポジウム2019(千葉工大)

20～21

講習会「もう一度学ぶ機械材料学」―機械・製造
技術者のための基礎講座―(名古屋)

20～22

トライボロジー会議2019春

21～24

第55回真空技術基礎講習会(和泉)

22

第237回西山記念技術講座
先進エネルギーマネージメントの発展を支える耐
熱鋼開発(早稲田大学)

22～24

第 6 回［関西］高機能

23～24

H31 年度「界面コロイドラーニング 第 35 回現代
コロイド・界面化学基礎講座」(東京)

24

第401回講習会 第28回最先端の研究室(工場)め
ぐり ｢スポーツ用義足開発最前線 ―産業技術総
合研究所人工知能研究センター(東京)

精密工学会

24

第 4 回マルチスケール材料力学シンポジウム(室
蘭工大)

日本材料学会

29

第238回西山記念技術講座
先進エネルギーマネージメントの発展を支える耐
熱鋼開発(大阪)

日本鉄鋼協会

29～31

第24回計算工学講演会(さいたま)


～.

ダ

軽金属学会

15～16

東京

ン

(東京)

金属展(大阪)

第回若手研究グループ
「多様な先端観察・測定法を用いた組織の定量と
力学特性解析への適用」(石川)(号頁)


年月
世界水素技術会議2019(東京)
2～7

TEL 0353603506 icihara＠jsme.or.jp
https://www.jsme.or.jp/event/201936895/
日 本 ト ラ イ ボ ロ TEL 033434
1926 jast＠tribology.jp
ジー学会
http://www.tribology.jp
大阪府技術協会他 TEL 072553
2329 https://www.jvss.jp/
gkyoukai＠dantai.triosaka.jp
日本鉄鋼協会
TEL 0336695933
educact＠isij.or.jp
https://www.isij.or.jp/mu1q7ec0m
リードエグジビシ TEL 033349
8568
ョンジャパン
deshimaruh＠reedexpo.co.jp
https://www.metaljapan.jp/jajp.html
日本化学会
TEL 0332926163 dcsc＠chemistry.or.jp
https://colloid.csj.jp/
TEL 0352265191
jspe_koushu＠jspe.or.jp
https://www2.jspe.or.jp/
http://www.jsms.jp

TEL 0336695933
educact＠isij.or.jp
https://www.isij.or.jp/mu1q7ec0m
日本計算工学会
TEL 0338688957 office＠jsces.org
http://www.jsces.org/koenkai/24
日本金属学会・若 miyazawa.t.ab＠m.titech.ac.jp
手研究グループ
No. 03

水素エネルギー協 TEL 029
8618712 org＠whtc2019.jp
会
http://whtc2019.jp
繊維学会
http://www.fiber.or.jp/jpn/events/2019/
year/index.html
日本チタン協会他 TEL 033258
6411
http://www.titanjapan.com/

繊維学会年次大会 特別セッション「ミルフィー
ユ構造の材料科学」(東京)

7

チタンの溶接トラブル事例講習会(東京)

7～9
10～11

2019年度塑性加工春季講演会(同志社大)
2019年度溶接入門講座(東京)

日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp
溶接学会
TEL 0358254073 jwsinfo＠tg.rim.or.jp
http://www.jweld.jp/

13～14

第60回塗料入門講座

色材協会

13～14

H31 年度「界面コロイドラーニング 第 35 回現代
コロイド・界面化学基礎講座」(大阪)

日本化学会

14～15

第 6 回 最先端の顕微鏡と理論計算に関する国
際シンポジウム(名古屋)

20～21

第24回動力・エネルギー技術シンポジウム(東大
生産技研)

ファインセラミッ TEL 052
5813241
クスセンター
amtc6＠intergroup.co.jp http://amtc6.com
日本機械学会
TEL 0353603505
https://www.jsme.or.jp/

21

日本分析化学会 中国四国支部
学講習会(岡山理科大)

25～27

第67回表面科学基礎講座(東京理科大)

28

第333回塑性加工シンポジウム「高度化する金型
表面処理技術の最前線」(東京)

29～11.9
(4 回)

セラミックス大学2019(CEPRO2019)(東工大他)

第 56 回分析化


年月
第 3 回アジア赤外線サーモグラフィコンファレ
1～5
ンス(QIRT
Asia2019)(東京)

4～5

第29回電子顕微鏡大学(東大)

5

日本塑性加工学会・日本鍛圧機械工業会 産学連
携企画(第 80 回塑性加工技術フォーラム)「板材
成形技術の最前線」(東京)

ま て り あ 第58巻 第 5 号(2019)
Materia Japan

参加予約
4.4
発表
1.18

5.13

日本機械学会

6～7

前期(東大生産技研)

締切

TEL 0334432811 admin＠jscm.or.jp
http://www.shikizai.org/
TEL 0332926163 dcsc＠chemistry.or.jp
https://colloid.csj.jp/

5.13

定員
30名
講演
2.15

4.26

定員
80名
定員
80名
定員
100名

日本分析化学会中 TEL 086
2569490
国四国支部
analchem＠chem.ous.ac.jp
http://www.chem.ous.ac.jp/～analchem/
56koshukai/

参加
5.31

日本表面真空学会 TEL 033812
0266 office＠jvss.jp
https://www.jvss.jp
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

6.18

日本セラミックス TEL 033362
5231
協会教育委員会
cersjkyouiku＠cersj.org
http://www.ceramic.or.jp/
日本非破壊検査協 TEL 035609
4011
会(東京)
sec＠qirtasia2019.com
日本顕微鏡学会
jsmdenken＠bunken.co.jp
http:/microscopy.or.jp/univ/
日 本 塑 性 加 工 学 http://www.jstp.or.jp
会・日本鍛圧機械
工業会

定員
80名
定員
120名

6.14
定員
150名




開催日

名称・開催地・掲載号

主催



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開催のお知らせ(北大)
(本号
頁)

北海道支部

11～12

第60回塗料入門講座

色材協会

11～12

12

日本結晶学会講習会「粉末 X 線解析の実際」(東
工大)

日本結晶学会

22～24

第25回結晶工学スクール(2019年)(大阪大)

応用物理学会


年月

～

国際会議(PRICM10)(中国西安)(号
頁)

2019年茨城講演会(茨城大)


年月
第22回 XAFS 討論会 (京大)
2～4

4～6

2019年度工学教育研究講演会(東北大)


～


日本金属学会秋期講演大会(岡山大学津島キャン
パス）(岡山)(本号頁)

18～19

第47回ガスタービン学会定期講演会(函館)

22～27


～


crsjxray＠bunken.co.jp
http://xrd2019.analytsci.org/
TEL 0338287723 igarashi＠jsap.or.jp
https://annex.jsap.or.jp/kessho

pricm10＠csm.org.cn
http://www.pricm10.com/
日本機械学会関東 TEL 029438
5046
支部
ibakouen＠ml.ibaraki.ac.jp

日本工学教育協会 TEL 035442
1021 kawakami＠jsee.or.jp
https://www.jsee.or.jp/
日本金属学会
TEL 0222233685 FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp

高温変形の組織ダイナミクス研究会「年度
夏の学校」(金沢)(本号頁)

研究会 No. 76

TEL 0172393643
mineta＠hirosakiu.ac.jp

日本セラミックス TEL 033362
5231 jimask＠cersj.org
協会
http://www.ceramic.or.jp/pacrim13/
日本材料学会
design16＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/

20～25

第 12 回新物質及び新デバイスのための原子レベ
ルキャラクタリゼーションに関する国際シンポジ
ウム(京都)

日 本 学 術 振 興 会 alc19＠alc.jsps141.org
マイクロビームアナリ https://alc.jsps141.org/alc19

23～25

第60回高圧討論会(札幌)

日本高圧力学会

論文
7.1

講演
7.5
参加
8.27

国 際 ガ ス タ ー ビ ン 会 議 2019Tokyo ( IGTC2019
Tokyo)(東京)
第19回破壊力学シンポジウム(福島)

22

第 22 回ミレニアム・サイエンスフォーラム(東
京)

25～27

EcoDesign 2019国際会議(横浜)

粉末冶金基礎・実用講座(京都工芸繊維大)
28～29

年
月
日本 MRS 創立30周年記念国際会議(横浜)
10～14

年月
8 ～11
COMPSAFE2020 (第 3 回安心・安全・環境に関
する計算理工学国際会議)(神戸)
日本金属学会春期講演大会(東京工業大学大岡山
キャンパス)(東京)

参加
7.26

講演
7.1

シス第141委員会


年
月
1～4
The 14th International Symposium on Advanced 日本実験力学会
Science and Technology in Experimental
Mechanics(つくば)
11～14
NACE EAP Conference 2019 腐食科学と防食技 NACE EAP
術(横浜)



7.1

日本 XAFS 研究会 TEL 075
7536850
yamamoto.kentaro.4e＠kyotou.ac.jp
http://www.moleng.kyotou.ac.jp/～moleng
_04/event/jxafs22/

第 16 回 機械・構造物の強度設計，安全性評価
に関するシンポジウム(京都)


～


7.1

中国金属学会

18

20～22

定員
100名
講演
3.15

日本ガスタービン TEL 033365
0095
学会
gtsjoffice＠gtsj.org http://www.gtsj.org/
20th International Symposium on Boron, Borides 第 20 回 ホ ウ 素 ・ TEL 0258479714
and Related Materials(第20回ホウ素・ホウ化物 ホウ化物および関 takeda＠mech.nagaokaut.ac.jp
および関連物質国際会議)(新潟)
連物質国際会議組 http://sogalabo.jp/isbb2019
織委員会


年
月
27～11.1
The 13th Pacific Rim Conference of Ceramic Societies(PACRIM13)(沖縄)

17～22

締切

TEL 0143472651 FAX 0143472760
mutekkyo＠jo.nipponsteel.com

TEL 0334432811 admin＠jscm.or.jp
http://www.shikizai.org/
第 53 回 X 線材料強度に関するシンポジウム(大 日本材料学会
TEL 0787953212
阪)
nishida＠kobekosen.ac.jp
http://www.jsms.jp
粉末冶金入門講座(東京)
粉体粉末冶金協会 TEL 075
7213650 info＠jspm.or.jp
後期(東大生産技研)

17～19

23

問合先

TEL 07055453188
touronkai60＠highpressure.jp
http://www.highpressure.jp/new/60forum/

講演
7.9

TEL 0253689310
officejsem＠clg.niigatau.ac.jp
http://jsem.jp/
http://www.nacetokyosection.org/

日本ガスタービン http://www.gtsj.org/english
学会

TEL 0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/
ミレニアム・サイエン TEL 03
67328966 msf＠oxinst.com
ス・フォーラム
http://www.msforum.jp/
エコデザイン学会 ecodesign2019_secretariat＠ecodenet.com
連合他
http://ecodenet.com/ed2019/
日本材料学会

粉体粉末冶金協会 TEL 075
7213650
日本MRS

info＠jspm.or.jp

TEL 0452638538
info_mrm2019＠jmru.org
https://mrm2019.jmru.org

COMPSAFE2020 secretary＠compsafe2020.org
実行委員会
http://www.compsafe2020.org
日本金属学会
TEL 0222233685 FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp

本 会 記 事

