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平30.6.6

「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」」
（日本アルミニウム協会・東京都中央区）

軽金属学会
TEL：03-3538-0232

平30.6.6〜8

「第23回計算工学講演会」
（ウインクあいち・名古屋市中村区）

日本計算工学会
TEL：03-3868-8957

平30.6.7

「第233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〜」」
（CIVI研修センター新大阪東・大阪市淀川区）

日本鉄鋼協会
TEL：03-3669-5933

平30.6.8

「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」」
（日本大学・東京都千代田区）

軽金属学会
TEL：03-3538-0232

平30.6.9

「第20回リーダーを目指す技術者倫理セミナー−品質の逸脱はなぜ防げないのか：デー
タ改ざん・ねつ造のパターンを知る−」
（東京工業大学・東京都港区）

日本機械学会
TEL：03-5360-3503

平30.6.13〜15

「SSII2018（第24回画像センシングシンポジウム）」
（パシフィコ横浜・横浜市西区）

平30.6.14〜15

「第56回日本接着学会年次大会」
（東京大学・東京都文京区）

日本接着学会
TEL：03-3538-0234

平30.6.21

「第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〜」」
（早稲田大学・東京都新宿区）

日本鉄鋼協会
TEL：03-3669-5933

平30.6.22

「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−」」
（工学院大学新宿キャンパス・東京都新宿区）

軽金属学会
TEL：03-3538-0232

平30.6.28

「技術セミナー 水素社会の実現に向けた学識と実践の融合」
（自動車会館・東京都千代田区）

日本高圧力技術協会
TEL：03-3516-2270

平30.6.28〜29

「第12回核融合エネルギー連合講演会」
（滋賀県立県民交流センター（ピアザ淡海）・滋賀県大津市）

プラズマ・核融合学会
TEL：052-735-3185

平30.7.2

「原子力における荷重の多様化と新たな評価手法に関するシンポジウム−衝撃荷重と構
造健全性−」
（溶接会館・東京都千代田区）

日本溶接協会
TEL：03-5823-6324

平30.7.3〜4

「第28回電子顕微鏡大学」
（東京大学・東京都文京区）

電子日本顕微鏡学会
TEL：03-3362-9743

平30.7.4〜6

「第55回アイソトープ・放射線研究発表会」
（東京大学・東京都文京区）

日本アイソトープ協会
TEL：03-5395-8081

平30.7.9〜12

「The 6th International Conference on the Characterization and Control of Interfaces for
High Quality Advanced Materials（ICCCI2018）」
（倉敷ロイヤルアートホテル・岡山県倉敷市）

ICCCI2018事務局
TEL：045-339-3959

平30.7.10〜11

「技術セミナー 圧力設備の材料、設計、施工、維持管理の基礎（東京）」
（エッサム神田・東京都千代田区）

日本高圧力技術協会
TEL：03-3516-2270

平30.7.12〜13

「第52回X線材料強度に関するシンポジウム」
（静岡県産業経済会館・静岡市葵区）

日本材料学会
TEL：075-761-5321
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平30.7.18〜20

「メンテナンス・レジリエンスTOKYO2018」
（東京ビッグサイト・東京都江東区）

メンテナンス・レジリエンス
TOKYO2018事務局
TEL：03-3434-1988

平30.7.30〜31

「第48回初心者のための有限要素法講習会（演習付き）第1部」
（日本材料学会・京都市左京区）

日本材料学会
TEL：075-761-5321

平30.8.5〜8

「15th International Symposium on Functionally Graded Materials: Structural Sector
Approaches for New Functionalities and Durability」
（北九州国際会議場・北九州市小倉北区）

傾斜機能材料研究会
TEL：022-343-9161

平30.8.20〜21

「第48回初心者のための有限要素法講習会（演習付き）第2部」
（FOCUS（公財）計算科学振興財団・神戸市中央区）

日本材料学会
TEL：075-761-5321

平30.9.4〜8

「第16回 全日本 学生フォーミュラ大会−ものづくり・デザインコンペティション−」
（小笠山総合運動公園・静岡県掛川市/袋井市）

自動車技術会
TEL：03-3262-8214

平30.9.26〜28

「第9回総合検査機器展（JIMA2018）」
（東京ビッグサイト・東京都江東区）

日本検査機器工業会
TEL：03-3288-5080

平30.10.15〜16

「第13回最適化シンポジウム2018（OPTIS2018）」
（京都リサーチパーク・京都市下京区）

日本機械学会
TEL：03-5360-3505

平30.10.23〜26

「ICMST-Tohoku 2018」
（東北大学・仙台市青葉区）

日本保全協会
TEL：03-5814-5430

平30.10.24〜26

「燕三条地場産業振興センター開設30周年記念「燕三条ものづくりメッセ2018」」
（燕三条地場産業振興センター・新潟県三条市）

燕三条地場産業振興センター
TEL：0256-35-7811
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