******************************************************
溶接学会便り No.36
2022 年 4 月 12 日
******************************************************
○○ ○○ 様
会員番号：0000000
平素より、当学会の活動にご尽力、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「溶接学会便り No.36」を発刊しましたので、お届け致します。
本メールマガジンは一般社団法人溶接学会の会員で、E-mail アドレスを
ご登録頂き、会員マイページでメールマガジンを「希望する」とした方に
お送りしています。
定期発刊は、1 月、4 月、7 月、10 月（各月中旬）の年 4 回です。
-------------------------------------------------------◆溶接学会の HP はこちらです。
http://www.jweld.jp/
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-------------------------------------------------------１．2022 年度春季全国大会
2022 年度春季全国大会を下記日程で開催します。
最新の情報は溶接学会ホームページで確認してください。
■日程
2022 年 4 月 13 日(水)午後：特別講演・シンポジウム
2022 年 4 月 14 日(木)午前：フォーラム
2022 年 4 月 13 日(水)～20 日(水)：一般講演
■開催方式
特別講演・シンポジウム、フォーラム：Teams によるオンライン開催
一般講演：オンライン開催（オンデマンド形式）

特別講演：「接着・接合技術の現在と将来への展望」
西野 孝 氏(日本接着学会 前会長，神戸大学 教授)
シンポジウム：「接着・接合・溶接技術の現状と今後の展開」
https://www.jweld.jp/archive/2022/2022spring-symposiumprogram0328.pdf
フォーラム：「グリーン社会の実現に向けた溶接構造物の新設計」
溶接構造研究委員会
https://www.jweld.jp/archive/2022/2022spring-kouzouprogram0325.pdf
■参加登録受付期間
大会最終日まで受付中(2022 年 4 月 20 日 17：00 まで)
■参加費
正員・賛助員 10,000 円、会員(学生員)：5,000 円(不課税)
一般(学生以外)：20,000 円、一般(学生)：5,000 円(オンライン特別割引)
(消費税込)
※溶接学会賛助員企業に所属する方は、会員扱いとなります。

２．若手研究者への IIW2022 参加登録料の助成について
IIW(国際溶接学会)は 2022 年次大会・国際会議を東京において 2022 年 7 月
17 日(日)～22 日(金)にオンライン併用によりハイブリッド開催することを
決定しました。
日本溶接会議(JIW)では本大会に関しても積極的な参加を図ることとし IIW
年次大会(総会、ＷＵ)・国際会議へ参加しづらい若手研究者に対して参加
登録料の助成をすることが決定されました。
下記をご案内いたします。
この連絡は年齢の対象者でない方へもお送りしておりますが、ご容赦くだ
さいますようお願い申し上げます。お近くに該当される方がおられました
ら回送の上、ご案内いただけますようお願い申し上げます。
≪IIW 年次大会・国際会議の開催概要≫
■日程／2022 年 7 月 17 日（日）～22 日（金）
■開催場所：グランドニッコー東京台場
大会ホームページ： https://www.iiw2022.com/
参加登録の受付が始まりました。
若手研究者への助成の募集要項(詳細は下記 URL 参照)
(1) 対象者：以下の全ての項目に該当する者とする。

(a) IIW2022 年次大会に対面（Physical）で参加する者
(b) 2022 年 8 月 1 日時点で 35 歳以下の若手研究者（学生を含む）
(c) 企業の管理職（課長以上）でない者
(d) 教授あるいは准教授でない者
※ 溶接学会の会員でない方も対象となりますので若手研究者への回送を
お願いします。(これ機会としてご入会下さい)
(2) 助成する金額：次の TYPE で参加登録した場合の参加登録料(他の登録
では申請できません)
① Physical - Full package (Young Professional)
② Physical - Full package (Student)
③ Physical - International Conference only
④ Physical - International Conference only (Student)
(3) 助成する人数：20 名程度
(4) 選 考：IIW2022 年次大会 助成選考委員会による選考
※ International Conference や Working Unit において研究発表や
ポスターセッションを行う者を優先的に選考する。
(5) 申請方法：「申請書」を IIW2022 年次大会 助成選考委員会 事務局
（溶接学会 小熊）へ E-mail にて下記の URL の申請書を添付
のうえ申込む。
件名を「IIW2022 若手研究者の助成申請」とする。
事務局 E-mail t-oguma@tg.rim.or.jp
申込要領 http://www.jwes.or.jp/mt/jiw/pdf/iiwjyosei.pdf
申請書 http://www.jwes.or.jp/mt/jiw/docx/iiwjyoseishinsei.docx
申請締切 2022 年 4 月 28 日（木）12：00

３．溶接入門講座（オンライン開催）
～溶接に関する技術開発・設計技術者のための基礎講座～
本講座は、これまで必ずしも溶接・接合工学を体系的に学んでこられな
かったが今後は溶接・接合に関する技術開発、関連する製品や部材の活
用、各種溶接構造の設計等で、溶接・接合技術全般にわたる基本的な知
識を必要とされる方、研究・開発部門に配属された新入社員を対象とし
ています。
プラント、鉄骨、自動車等に用いられている厚鋼板・薄鋼板やステンレ
ス鋼、アルミニウム合金等の主要金属材料を対象に、溶接工学の骨格で
ある①溶接法・機器、②金属材料と溶接・接合部の挙動、③力学設計に
関する基本原理から応用技術、ならびにそれらを踏まえた④検査技術・
施工管理に関し、各分野の経験深い専門の講師が、分かりやすく解説い

たします。
受講料に学生の区分を設置し、大学院生に対しても受講しやすくなって
います。
日程／2022 年 6 月 22 日(水)・23 日(木)開催
参加費：会員 31,600 円、非会員 42,800 円、学生 15,800 円
※賛助員に登録している会社に所属する方は会員価格です。
※学生の区分を設定しています。
開催：MS Teams を利用した同時双方向型配信
詳細は https://www.jweld.jp/archive/2022/nyumon2022.pdf
申込は
https://member.jweld.jp/lecture/entry/index.php?k=hxuMdssQ5BGxcLWeKG26

４．溶接学会論文集の最新掲載
溶接学会論文集の最新の掲載論文は下記のＵＲＬからご覧ください。
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/qjjws/-char/ja/

５．Welding International 誌への転載について
本会の論文集に掲載された論文は、著者が英文翻訳の意思がある場合、
TAYLOR & FRANCISE 社側からの掲載の要請があった論文については TAYLOR
& FRANCISE 社が英文翻訳を行い翻訳英文論文として Welding International
誌に掲載されます。論文集への投稿をお願いします。

６．溶接学会主催行事予定について
溶接学会本部、支部を含め、全国大会、シンポジウム、研究発表会、講演
会、講習会、研修会、見学会など溶接学会主催の公開行事の予定を溶接学会
ホームページに随時掲載していますので、ご参照ください。
溶接学会 HP「イベント情報」→「溶接学会主催行事予定」をクリックして
ください。
URL は、http://www.jweld.jp/event/index.html

７．【重要】学生員への学会誌送付の廃止→電子版閲覧への移行について

溶接学会では、ご承知のとおり J-STAGE による学会誌、論文集、全国大会
概要集の電子版による公開閲覧を鋭意進めて参りました。
2017 年 4 月から学生員については、溶接学会誌を J-STAGE 電子版にて閲
覧できることから学会誌の冊子の送付を廃止させていただきました。(2016
年 12 月 19 日理事会決議)
なお、学会誌を J-STAGE 電子版で閲覧いただくには、個人会員で、かつ
「会員閲覧認証登録」の完了が必要となります。
手続きは「マイページ」（溶接学会ＨＰ右上からログイン）から「会員閲
覧認証登録」を申請して下さい。

８．【重要】J-STAGE 電子版における溶接学会誌、全国大会講演概要集の一般へ
の公開制限について
学会会員特典をより明確にするために、J-STAGE 電子版の一般への公開制
限期間を溶接学会誌、全国大会講演概要集は 5 年間に設定しております。
上記の公開制限期間中は、個人会員で、かつ会員閲覧認証登録された個人
会員のみへの限定公開となります。
個人会員で J-STAGE 電子版における溶接学会誌、全国大会講演概要集を閲
覧をご希望の方は、「マイページログイン」（溶接学会 HP 右上のボタン）か
ら「会員閲覧認証登録」を申請して下さい。（通常、申請された翌月中旬か
ら閲覧が可能となります。閲覧可能時に事務局からメールでお知らせいたし
ます。）

９.【重要】会員専用ページ「マイページ」について
溶接学会の個人会員様には、会員サービスの一層の向上を図るため、個人
会員様を対象とした会員専用ページ「マイページ」を開設しています。
マイページでは、ご自身の会員情報を管理していただけるとともに、会費
納付、技術情報の閲覧登録等各種サービスのご利用が可能となります。
当学会ホームページのトップページ右方のマイページログインボタンから
マイページに入り、「マイページ操作マニュアル」にしたがい、操作をお願
いいします。
1.ログイン → 2.会員情報確認・変更 → 3.パスワード変更 →
4.マイページ内の完了 ボタン(会員情報等変更の有無にかかわらず必ず押
してください)
なお、マイページの URL は、member.jweld.jp/mypage です。
会員番号とパスワードは、大切に保管してください。

また、E-mail アドレスは、重要な連絡や ID 等として必須となりますの
で、会員ご本人様が常時ご使用の PC 用 E-mail アドレスをマイページにご登
録ください。
（マイページに登録された E-mail アドレスが正しいかご確認ください）
◆発信専用アドレスのため、本メールアドレスには、返信できません。
◆お問合せは、下記のメールアドレスにお願い申し上げます。
◆配信の停止をご希望される場合は、会員専用ページ「マイページ」の会員情報
変更でメールマガジンを「希望しない」にマークしてください。

*******************************************
一般社団法人溶接学会 事務局
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 4 丁目 20 番地
溶接会館 6 階
TEL: 03-5825-4073
FAX: 03-5825-4331
Email: t-oguma@tg.rim.or.jp
*******************************************

