行
開催日
月
2

事

カ

名称・開催地・掲載号

レ

ン

主催

ダ

ー

太字本会主催(ホームページ掲載)

問合先

第 32 回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組
織 ―入門編(状態図と組織)」(第 8 回)(日本大
学)

軽金属学会

2

海水資源・環境セミナー(千葉工大)

日 本 海 水 学 会 海 TEL 046547
3161
水資源・環境研究 shigen＠swsj.org
会



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」
(大分)(号頁)

若手研究グループ miyazawa.t.ab＠m.titech.ac.jp
No. 3

2

平成 30 年度日本セラミックス協会 資源・環境
関連材料部会講演・討論会「これからの社会を支
える『低環境負荷技術』を考える」(東京)

日本セラミックス TEL 092
9257722
協会
sakamoto＠fitc.pref.fukuoka.jp

2～4

日本銅学会第58回講演大会(東京理科大)

日本銅学会

3～8

第 8 回実用表面分析国際シンポジウム(PSA19)
(札幌)

表面分析研究会

6～7

第158回塑性加工学講座「塑性加工屋にわかる材
料知識～鉄系編～」(東京)

7

日本希土類学会第36回講演会(東京)

日本希土類学会

7～9

トライボロジー会議2018

日本トライボロ
ジー学会



若手材料研究会第
回「金属次元積層造形法に
よる新たなものづくり」(名古屋)(
号
頁)

9

レアメタル研究会（東大生産技研）
（本号572頁） レアメタル研究会

9

第 21 回ミレニアム・サイエンスフォーラム(東
京)

ミレニアム・サイ
エンス・フォーラ
ム

9 ～11

軽金属学会第135回秋期大会(芝浦工大)

軽金属学会

13

第 50 回 エ ン ジ ニ ア リ ン グ セ ラ ミ ッ ク ス セ ミ
ナー「航空機および発電用耐熱・耐環境部材の現
状と将来展望」(東工大)




平成
年度材料セミナー「技術者のための鉄鋼材
料入門」(大阪)(号
頁)

13～14

第 12 回状態図・熱力学セミナー(東京)( 9 号 461
頁)

13～15

第39回日本熱物性シンポジウム(名古屋)

14～15

第50回溶融塩化学討論会(東京都市大)

15

第232回塑性加工技術セミナー「超高張力鋼板・
アルミニウム板材成形シミュレーションの最前
線」(東工大)

日本セラミックス TEL 052
8713500
協会他
http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_ j.
html
関西支部
TEL 0664435326 FAX 0664435310
nkansai＠ostec.or.jp
日 本 学 術 振 興 会 TEL 029
8592628
第 172 合金状態図 abe.taichi＠nims.go.jp
委員会
http://www.nims.go.jp/CSMD/members/
Seminar/12thPDSeminar.htm
日本熱物性学会
TEL 0357342435 jstp＠op.titech.ac.jp
http://jstpsymp.org/symp2018/index.html
電気化学会溶融塩 TEL/FAX 066368
1867
委員会
mscj＠electrochem.jp
http://msc.electrochem.jp/touron.html
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

15

実用表面分析セミナー2018(神戸大)

3～4

3～7

11～16




12～14

13

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

締切
定員
40名

10.10

TEL 0368030587
kazu＠copperbrass.gr.jp
https://www.copperbrass.gr.jp/
第25回機械材料・材料加工技術講演会(山形大)
日本機械学会
TEL 0238263197
furukawa＠yz.yamagatau.ac.jp
http://www.jsme.or.jp/conference/
mpdconf18/
International Symposium & School on Crystal ISSCGF2018 組織 TEL 0886567415
委員会
Growth Fundamentals(ISSCGF2018)(仙台)
yoshis＠tokushimau.ac.jp
http://www.nsc.nagoyacu.ac.jp/～miurah/
ISSCGF2018/

秋

伊勢(伊勢)

secretarypsa19＠sasj.jp
http://www.sasj.jp/PSA/PSA19/index.html
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

東海支部・宮崎
(名工大)

TEL 0668797352
kidorui＠chem.eng.osakau.ac.jp
http://www.kidorui.org/lecture.html
TEL 0334341926 jast＠tribology.jp
http://www.tribology.jp
TEL 0527355505
miyzaki.reona＠nitech.ac.jp
TEL 0354526314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
TEL 0367328966
msf＠oxinst.com
http://www.msforum.jp/

TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
第14回核破砕材料技術国際ワークショップ( 14th JPARC センター TEL 099
2858265
International Workshop on Spallation Materials
ksato＠mech.kagoshimau.ac.jp
Technology, IWSMT14)(いわき)
第回ヤングメタラジスト研究交流会(横浜)( 関東支部
yutaro_ota＠ihi.co.jp
号頁)
https://rme.mm.t.utokyo.ac.jp/ym2018/
第13回日本磁気科学会年会(東北大）
日本磁気科学会
TEL 0222152017
mogi＠imr.tohoku.ac.jp
http://www.magnetoscience.jp/index.html
自動車産業における最新の接合技術(東京)
日本溶接協会
TEL 0358236324
http://www.jwes.or.jp/

日本表面真空学会 TEL 066466
6483 suehiro＠scas.co.jp
関西支部
http://www.sssj.org/Kansai/kansai_
jitsuyou21.html

定員
60名

10.17

80名

参加予約
10.4

定員
55名

事前参加
9.28

定員
50名

開催日

名称・開催地・掲載号

主催

15～16

第44回腐食防食入門講習会(東京)

16

関西支部第 20 回塑性加工基礎講座「入門 結晶
塑性シミュレーション(実習付き)」(京大)

16

第 47 回 薄膜・表面物理基礎講座( 2018 )データ
サイエンスを活用した固体材料・表面研究の最前
線(東京理科大)

19～20

女子大学院生・ポスドクのための産総研所内紹介
と在職女性研究者との懇談会(つくば)

19～21



2018年日本表面真空学会学術講演会(神戸)
第回日本金属学会東北支部研究発表大会(岩手
大)(号

頁)

23～25

第31回計算力学講演会(CMD2018)(徳島大)

26

第 35 回軽金属セミナー「マグネシウム合金の基
礎技術」(第 2 回)(大阪)

軽金属学会

26

第70回白石記念講座「AI(人工知能)，ビッグデー
タが拓く鉄鋼の未来を考える」(早稲田大)

日本鉄鋼協会

26～28

第59回高圧討論会(岡山理科大）

日本高圧力学会

27

第398回講習会 つながる工作機械
～JIMTOF2018に見るものづくり技術の進化～
国際シンポジウム「先進自動車製造技術における
接合技術」JAAA2018(Joining Technologies in
Advanced Automobile Assembly 2018)(北九州)

精密工学会

27～28

28～29

第159回塑性加工学講座「板材成形の基礎と応用
～応用編～」(東京電機大)

29～30
29～30

第26回新粉末冶金入門講座(京都工芸繊維大)

29～30

電気加工学会全国大会(2018)(阪大)


～


平成
年度材料セミナー「材料系のための第一原
理マテリアルデザイン入門」(大阪大)(号頁)

30

平成 30 年度溶接工学専門講座(阪大東京ブラン
チ)

30

第22回生体関連セラミックス討論会(東工大)

30

関西支部第31回技術研修会「バリ取り・エッジ・
表面仕上げの基礎と最前線」(大阪)

月


第51回安全工学研究発表会(金沢)

北陸信越支部平成年度総会・連合講演会(信州
大)(本号
頁)

問合先

TEL 0338151161
naito1130033＠jcorr.or.jp
https://www.jcorr.or.jp/yotei/44nyumon.
html
日本塑性加工学会 TEL 090
92800383
関西支部
kansosei＠mail.doshisha.ac.jp
応 用 物 理 学 会 薄 TEL 033828
7723 igarashi＠jsap.or.jp
膜・表面物理分科 http://www.jsap.or.jp/
会
産業技術総合研究 diversity
eventofficeml＠aist.go.jp
所 総 務 本 部 ダ イ https://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/
バーシティ推進室 181119_div_event.html
日本表面真空学会 taikai2018＠jvss.jp https://www.jvss.jp/
腐食防食学会

東 北 支 部 ・ 篠 田 TEL 0222175624
(東北大)
shinoda＠tagen.tohoku.ac.jp
日本機械学会
http://www.jsme.or.jp/

TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
TEL 0336695933 educact＠isij.or.jp
https://www.isij.or.jp/muriv6uyn
TEL 07055453188
touronkai59＠highpressure.jp
http://www.highpressure.jp/new/59forum/
TEL 0352265191
http://www.jspe.or.jp/

TEL 0358254073
jaaa2018＠tg.rim.or.jp
http://www.jwri.osakau.ac.jp/～conf/
jaaa2018/index.html
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp
溶接学会

定員
100名

9.14

10.26

定員
60名

講演
7.10
定員
80名
申込
11.12

定員
45名

粉体粉末冶金協会 TEL 075
7213650 inoue＠jspm.or.jp
TEL 0362062840 jsse2004＠nifty.com
http://www.jsse.or.jp
電気加工学会
watanabe＠tri
osaka.jp TEL 0725
51
2954
http://www.jseme.or.jp/
関西支部
TEL 0664435326 FAX 0664435310
nkansai＠ostec.or.jp
溶接学会
TEL 0358254073 jwsinfo＠tg.rim.or.jp
http://www.jweld.jp/

11.16

日本セラミックス seitai_21_entry＠bio.ceram.titech.ac.jp
協会
http://www.ceramic.or.jp/bseitai/
symposium/22th_Symp.html
日本塑性加工学会 TEL 090
92800383
関西支部
kansosei＠mail.doshisha.ac.jp

講演
10.1

定員
20名
定員
50名

11.16

北陸信越支部・榊 TEL 0262695112
(信州大学)
committee＠jimisijhs2018.sakura.ne.jp
精密工学会
TEL 0352265191
http://www.jspe.or.jp/

参加
11.21
定員
30名

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
磁性流体研究連絡 yukinori.noguchi＠ichinen
chem.co.jp
会
http://jsmfr.on.arena.ne.jp/jsmfr2018.html
日本材料学会
TEL 0757615321
http://www.jsms.jp/

講演
9.10

第399回講習会 今こそ現場で熱処理再入門―上
島熱処理工業所(東京)

5

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)

5～7

第44回固体イオニクス討論会(京大)

6～7

平成30年度磁性流体連合講演会(藤沢)

6～7

第56回高温強度シンポジウム(石垣）

7

平成 30 年度材料科学基礎講座「電子顕微鏡に関
わる基礎と関連技術」(大阪)

日本材料科学会

7

国際ワークショップ「Meet Fraunhofer !
～日独の産学連携最前線マルチマテリアル接合
～」(東京)

軽金属学会

10～11

日常的な分析業務における JIS 並びに ISO 規格
の利用―表面分析実用化セミナー'18―
第 15 回ノートパソコンで出来る原子レベルのシ
ミュレーション入門講習会～分子動力学計算と電
子状態計算～(東大生産技研)

表面分析研究会

第 8 回日本バイオマテリアル学会九州ブロック
講演会(九工大)

日本バイオマテリ TEL 093
6956025
アル学会九州ブロ http://kokuhoken.net/jsbm/event/kyusyu_
ック
2018.html
tmiya＠life.kyutech.ac.jp

14

11.2

安全工学会

5

11～12

締切

日本材料学会

TEL 0332629166 mssj＠shokabo.co.jp
http://www.mssj.gr.jp
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
nagatomi.td＠om.asahikasei.co.jp
http://www.sasj.jp/
0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp

11.9
定員
100名

11.23
11.9

開催日

名称・開催地・掲載号

主催

問合先

14

第 5 回初心者にもわかる信頼性工学入門セミ
ナー(熊大)

日本材料学会

http://sinrai.jsms.jp/

15～16

部門・支部合同講演会―九州支部第 5 回学術講
演会・総会/第31回信頼性シンポジウム―(熊大)

日本材料学会

TEL 0757615325

http://www.jsms.jp/


年月


北海道支部合同冬季講演大会(室蘭工大)(本号
 北海道支部・吉田 TEL 0143472651 FAX 0143472760
頁)
(新日鐵住金)
mu_tekkyo＠jp.nssmc.com
レアメタル研究会(東大生産技研）(本号572頁） レアメタル研究会 TEL 035452
11
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
第 33 回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組 軽金属学会
11
TEL 0335380232
織 ―中級編(時効析出)」(第 7 回)(日本大学)
http://www.jilm.or.jp/

18

炭素材料学会 1 月セミナー「気相法を利用した
ユニークなエネルギーデバイス用材料の合成と評
価」(東京)

18

表面科学技術研究会 2019 「今，その界面はどう
なっているか ―分光法で解き明かす電極界面
の素顔―」(大阪)

24

第221回研究会
(中央大)

25～26

第 24 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)

応 用 物 理 学 会 薄 nakatuka＠alice.xtal.nagoyau.ac.jp
膜・表面物理分科 http://www.editws.jp/
会他

26

第24回高専シンポジウム in Oyama(小山高専）

29～30

Mate2019 第 25 回「エレクトロニクスにおけるマ
イクロ接合・実装技術」シンポジウム(横浜)

高専シンポジウム TEL 028520
2141
協議会他
senkou＠oyamact.ac.jp
スマートプロセス TEL 066878
5628 mate＠spsmste.jp
学会他
http://spsmste.jp/mate/

30～31

第26回超音波による非破壊評価シンポジウム(東
京)

日本非破壊検査協 TEL 035609
4015
会(東京)
nakamura＠jsndi.or.jp

回転機用磁性材料の技術と応用


年月
第 34 回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組
1
織 ―応用編(加工・熱処理による組織変化)」
(第 5 回)(工学院大学)

22

第34回塗料・塗装研究発表会(東大生産研)

TEL 0333682827
tansodesk＠bunken.co.jp
http://www.tanso.org/contents/event/
seminar/january_2019.html
日本表面技術協会 TEL 079
2474911
関西支部他
yae＠emg.uhyogo.ac.jp
http://www.sssj.org/Kansai
日本磁気学会
TEL 0352810106
https://www.magnetics.jp/event/research/
topical_221/

日本金属学会春期講演大会（東京電機大学東京千
住キャンパス）（東京）(本号頁)


年月
第35回希土類討論会(吹田)
15～16

年月
世界水素技術会議2019(東京)
2～7

年月

～

国際会議(PRICM10)(中国西安)(号
頁)


年月

～

日本金属学会秋期講演大会（岡山大学津島キャン
パス）（津島）

年月
国 際 ガ ス タ ー ビ ン 会 議 2019Tokyo ( IGTC2019
17～22
Tokyo)(東京)

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)

11.30

定員
40名

炭素材料学会

軽金属学会

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

日本塗装技術協会 TEL 03662281711
tosoujimukyoku＠jcot.gr.jp


年月
レアメタル研究会（東大生産技研）
（本号572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
第 22 回 磁粉・浸透・目視部門・電磁気応用部 日本非破壊検査協 TEL 035609
18～19
4015
門・漏れ試験部門合同シンポジウム「表面探傷技 会
nakamura＠jsndi.or.jp
術による健全性診断，品質検査」(東北大)
http://www.jsndi.jp/

～


締切

日本金属学会

TEL 0222233685 FAX 0222236312
annualm＠jim.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
水素エネルギー協 TEL 029
8618712
会
http://whtc2019.jp

1.18

定員
200名

定員
40名
発表
10.5

参加
3.4
講演
1.8
参加
2.15
発表
1.18

org＠whtc2019.jp

中国金属学会

pricm10＠csm.org.cn
http://www.pricm10.com/

日本金属学会

TEL 0222233685 FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp

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

COMPSAFE2020 secretary＠compsafe2020.org
実行委員会
http://www.compsafe2020.org

概要
12.1
論文
3.1

