主な行事予定
１．学術講演
（１） 研究発表講演

９月26日（水），27日（木），28日（金）

第１，第２会場：奈良県文化会館
第３，第４会場：奈良県商工会議所
（２） 特別講演（共催：日中韓ジョイントシンポジウム）
日

時：９月26日（水）13：00～14：00

会

場：奈良県文化会館

小ホール（第１会場）

講演題目：「ハイテク量産化が支えた天平の甍」
講演者：独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所

馬場

基氏

（３） 溶接論文賞記念講演
受賞者：福元成雄（新日鐵住金ステンレス㈱），井上裕滋（新日本製鐵 ㈱）
受賞論文：マルチフェーズフィールド法を用いたSUS304のミクロ組織形成の予測
受賞者：下田陽一朗，椿正巳，安井利明，福本昌宏（豊橋技術科学大学）
受賞論文：Experimental and Numerical Studies of Material Flow during Welding by Friction Stirring
２．フォーラム
日

時：９月27日（木）13：00～17：00

会

場：奈良県文化会館

主

題：レーザ加工の産業応用と今後の展開

小ホール（第１会場）

主 催：高エネルギービーム加工研究委員会
座

長：川人洋介（大阪大学接合科学研究所）
村田隆行（川崎重工業㈱システム技術開発センター）

３．若手の会イブニングフォーラム
日

時：９月27日（木）

18：00～19：30

会

場：奈良県文化会館

多目的室

４．関西支部主催行事
（１） ワークショップ
目

的：溶接学会誌には，これまで魅力的な特集記事が沢山掲載されています．しかし，これらの記事を通読
し全体を理解することが難しいとの声が会員にあり，著者に直接お話を伺う機会を設けることにしま
した．本ワークショップでは，特に要望の多かった「最近の輸送機器における接合技術（溶接学会誌，
第80巻３号掲載）」を取り上げて，記事の内容についてご講演いただくことにしました．

日

時：９月28日（金）

13：00～16：00

会

場：奈良県文化会館

小ホール（第１会場）

テーマ：「最近の輸送機器における接合技術
内

－学会誌特集記事を聴く－」

容：
（1）ハイブリッド車におけるFSSW技術
（2）車載用リチウムイオン電池におけるレーザ溶接技術
（3）ジェットエンジンの将来に向けた接合技術
（4）ステンレス鋼製鉄道車両構体の製造プロセスにおけるレーザ溶接品質確保の検討
※内容が一部変更になる場合があります．

参加費：2,000円（テキスト代含む，参加費は受付にて直接お支払い下さい）
主

催：㈳溶接学会関西支部

協

賛：㈶新産業創造研究機構，㈶近畿高エネルギー加工技術研究所，
滋賀県溶接協会，㈳京都府溶接協会，㈳大阪府溶接技術協会，
㈳兵庫県溶接協会，奈良県溶接協会，和歌山県溶接協会

申込先：〒658‑0033

兵庫県神戸市東灘区向洋町西4‑1

㈱ダイヘン

溶接メカトロカンパニー

㈳溶接学会関西支部事務局

上山

溶接機事業部

智之

第二技術部内

宛

TEL:078‑275‑2019，FAX:078‑845‑8161
E‑mail: kansai‑JWS@daihen.co.jp
申込み締切：９月10日（月）
（２）カタログ展示（ビデオ上映を含む）９月26日（水），27日（木），28日（金）
会

場：奈良県文化会館（第一会議室および第二会議室）

内

容：関西地区および全国の溶接関連会社が，会社案内，製品紹介などのカタログ，および製品モデルを展
示する他，ビデオ上映やコンピューターソフトで溶接技術などを紹介するコーナーを設けます．

主

催：㈳溶接学会関西支部

後

援：滋賀県溶接協会，㈳京都府溶接協会，㈳大阪府溶接技術協会，
㈳兵庫県溶接協会，奈良県溶接協会，和歌山県溶接協会

申込先：〒567‑0047大阪府茨木市美穂ヶ丘11－1

大阪大学接合科学研究所

㈳溶接学会関西支部全国大会実行委員会展示ブース係

藤井英俊

TEL/FAX：06‑6879‑8653
E‑mail：jws@jwri.osaka‑u.ac.jp
申込み締切：６月15日（金）＝一次締切，８月31日（金）＝最終締切
（３）懇親会
日

時：９月26日（水）18：00～20：00

会

場：奈良国立博物館
〒630‑8213

なら仏像館内レストラン

奈良県奈良市登大路町50

宛

電話：050‑5542‑8600（NTTハローダイヤル）
会

費：一般
学生

5000円／人（事前申込み＊），6000円／人（当日申込み）同伴者無料
4000円／人（事前申込み＊），5000円／人（当日申込み）

＊事前申込みは「溶接学会平成24年度秋季全国大会（奈良大会）お申込みご案内」に記載のインターネッ
トウエブサイトからのお申し込みとなります．
５．日本・中国・韓国ジョイントシンポジウム (2nd EAST‑WJ Symposium)
日

時：９月26日（水）13：00～14：00，18：00～20：00

会

場：東大寺総合文化センター

27日（木）9：30～17：00

小ホールおよび会議室A

〒630‑8208 奈良市水門町100番地

電話：0742‑20‑5511

テーマ：Innovations and Evolution in Welding and Joining Technologies for Present and Future Manufactur‑
ing（ものづくりの今と未来にむけた溶接・接合技術の革新と新たな展開）
トピックス：溶接接合の現象，ならびにセンシング，モニタリング，および制御
数値計算シミュレーションおよび予測
溶接接合メタラジー
残留応力および変形
疲労および破壊
検査，試験，および品質管理
マイクロ接合，ならびに先端接合プロセス
プログラム：９月26日（水）：受付，特別講演，レセプション
９月27日（木）：本会議（招待講演*，一般講演*）
*招待講演および一般講演は英語による発表になります．
参加費：秋季全国大会参加費に含む．ただし，韓国および中国からの参加者は参加費無料．
主

催：Japan Welding Society (JWS)
Korean Welding and Joining Society (KWJS)
Chinese Welding Society (CWS)

申込先：インターネットＷＥＢサイト
（４月末頃より溶接学会ホームページからアクセス可能になります）
英文アブストラクト締切：平成24年７月24日（火）

会場の御案内
会場：奈良県文化会館，奈良商工会議所，東大寺総合文化センター，奈良国立博物館

●アクセス
近鉄奈良駅から
奈良県文化会館，奈良商工会議所：近鉄奈良駅 1 番出口より東へ徒歩 5 分
東大寺総合文化センター：近鉄奈良駅 1 番出口より東へ徒歩 15 分
奈良国立博物館：近鉄奈良駅 1 番出口より東へ徒歩 10 分
JR 奈良駅から
東出口バスターミナルから「奈良交通 2 系統市内循環バス（外まわり）」に乗車し「県庁前」バス停下車（所
要時間約 10 分）
奈良県文化会館，奈良商工会議所：西へ徒歩 2 分
東大寺総合文化センター：東へ徒歩 12 分
奈良国立博物館：東へ徒歩 7 分
●交通
① 東京～近鉄奈良駅（JR 新幹線・京都駅乗換え近鉄京都線利用）約 3 時間
② 東京～奈良駅（JR 新幹線・京都駅乗換え JR 奈良線利用）約 3 時間
③ 大阪～近鉄奈良駅（難波あるいは鶴橋駅乗換え近鉄奈良線利用）約 1 時間
④ 大阪～奈良駅（JR 大和路線利用）約 1 時間

㈱日本旅行 西日本 MICE 営業部

溶接学会平成 24 年度秋季全国大会（奈良大会）お申込みご案内
―懇親会及び宿泊予約―
拝啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申上げます．
この度，平成 24 年度 溶接学会秋季大会が奈良県奈良市において開催されますことを心よりお祝い申し
上げます．そこで，ご参加皆様方へ便宜を図るため，㈱日本旅行 西日本 MICE 営業部が，以下の様なご案
内をさせて頂くことになりました．つきましては，下記内容をご参考にご検討の上，お早めにお申込み賜り
ますようお願い申し上げます．
敬具
１．お申込み手順
懇親会及び宿泊予約，これらすべては，原則として，下記のインターネットウエブサイトからのお申込み
となります．

https://apollon.nta.co.jp/yousetsu/
お申込み受付・お問い合わせ窓口
「溶接学会平成 24 年度秋季全国大会」係
㈱日旅ビジネスサポート株式会社
〒530‑0001 大阪市北区梅田 1‑11‑4 大阪駅前第 4 ビル 12 階
受付担当者：藤野
営業時間：平日 9：30～17：30（土・日・祝日は休業となります．）
電話：06－6345－8286
FAX：06－4796－3737
e‑mail：yuichiro_fujino@nta.co.jp
２．お申込み締切日

平成 24 年 9 月 5 日（水）
各代金のお払込みの締切りも同日です．お払込された月日が正式のお申込み成立日となります．
懇親会予約のお払込代金の領収書は，大会当日の受付でお渡しします．
３．お申込み内容概要
以下は，上記のサイトから予約できますが，その概要等を示しておきます．
（１）懇親会
参加費用は，一般 5,000 円／1 人で同伴者無料及び学生 4,000 円／1 人です．なお，当日申込は，それぞれ，
6,000 円及び 5,000 円となります．参加代金の領収書は，当日お渡しします．
（２）宿泊
お得な宿泊ホテルのご案内（別紙をご参照ください）．
宿泊料金は，お一人様・朝食付き・税込み料金となります．
ご予約された場合，宿泊券等の発行はございませんので，チェックイン時フロントにて予約者氏名をお申
し付けください．
４．お申込み取消料
（１）ワークショップ質疑応答参加・懇親会・昼食予約のお払込代金は，原則として，お申込み締切日の平
成 24 年 9 月 5 日（水）以降，お取消されても返金いたしませんのでご注意願います．
（２）宿泊ホテルの取消料については以下の通りです．
・宿泊日の 3 日～2 日前のご連絡・・・・・・・宿泊料金の 20％
・宿泊日の前日のご連絡・・・・・・・・・・・宿泊料金の 50％
・宿泊日以降のご連絡及び無連絡・・・・・・・宿泊料金の 100％
以上

