
No. 種別 件　　　名 開 催 日 依　頼　学　会 開 催 会 場 開催地  

1 協賛 「ものづくりシミュレーションの品質向上を目指して」 2011.1.11
一般社団法人
日本計算工学会

慶応義塾大学
矢上キャンパス

横浜市

2 協賛 第23回専門講習会「高出力レーザー応用最前線」 2011.1.13 (社)プラズマ・核融合学会 大阪大学ﾚｰｻﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ学研究ｾﾝﾀｰ 吹田市
3 協賛 GTSJガスタービンセミナー（第39回） 2011.1.20～21 (社)日本ガスタービン学会 ㈱IHI　横浜事業所 横浜市
4 協賛 第42回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジウム 2011.1.20～21 (社)日本非破壊検査協会 大田区産業プラザ 東京
5 協賛 第4回EDF/CFD融合ワークショップ 2011.1.26 (独)宇宙航空研究開発機構 秋葉原コンベンションホール 東京

6 協賛
第19回スペース・エンジニアリング・コンファレンス[ＳＥ
Ｃ’10]

2011.1.27～28 (社)日本機械学会 くまもとエミナース 上益城郡

7 協賛 第18回超音波により非破壊評価シンポジウム 2011.1.27～28 (社)日本非破壊検査協会 きゅりあん　小ホール 東京

8 協賛
2010年度セミナー「技術者のための継続教育セミナー」
ディスカッションによる技術者倫理

2011.1.28 (社)日本機械学会 日本機械学会会議室 東京

9 協賛 平成22年度溶接工学入門1日講座（九州開催） 2011.2.17 (社)溶接学会 熊本大学工学部2号館 熊本市
89 協賛 HEAT専門委員会「第8回オープンシンポジウム」 2011.2.18 公益社団法人　砥粒加工学会 関西大学東京センター 東京

10 協賛
「市場で勝ち抜く上流設計」　～市場と技術を結びつける設計
の考え方と手法～

2011.2.23 (社)日本機械学会 東京大学　工学部 東京

11 協賛 VCADシステム研究2010 2011.3.2～3 (独)理科学研究所
理科学研究所
鈴木梅太郎ホール

和光市

12 協賛
第14回磁粉・浸透・目視部門・電磁気応用部門・濡れ試験部門
合同シンポジウム　　　　「表面採傷技術による健全性診断」

2011.3.10～11 (社)日本非破壊検査協会 メルパルク京都 京都市

13 協賛 平成22年度衝撃波シンポジウム 2011.3.16
日本衝撃波研究会、JAXA宇宙
科学研究所、東北大学流体科
学研究所

青山学院大学相模原キャンパス 相模原市

14 協賛 第2回日本複合材料合同会議 2011.3.16～18 日本複合材料学会 東京大学　生産技術研究所 東京

15 協賛 第11回制御部門大会 2011.3.16～18
公益社団法人
計測自動制御学会

琉球大学　千原キャンパス 西原町

16 協賛 安全・安心な社会を築く先進材料・非破壊計測技術シンポジウ 2011.3.18 (社)日本非破壊検査協会 産業技術総合研究所 つくば市

17 後援 日本地球惑星科学連合　2011年大会 2011.5.22～27
(一般社団)
日本地球惑星科学連合

幕張メッセ　国際会議場 千葉市

18 協賛 ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 2011.5.26～28 （社）日本機械学会 岡山コンベンションセンター 岡山市
19 協賛 平成23年度溶接入門講座（東京開催） 2011.6.1～2 (社)溶接学会 溶接学会　会議室 東京
20 後援 第28回宇宙技術および科学の国際シンポジウム　沖縄県主催事 2011.6.5～12 沖縄県 沖縄コンベンションセンター 宜野湾市

21 協賛 日本人間工学会　第52回大会 2011.6.6～7
一般社団法人
日本人間工学会

早稲田大学　国際会議場 東京

22 協賛
第6回技術者のための技術者倫理セミナー
―事故・不祥事の背景から学ぶリスクマネジメント―

2011.611 一般社団法人　日本機械学会
キャンパス・イノベーションセ
ンター東京

東京

23 協賛 2011生態工学会年次大会 2011.6.15～16 生態工学会
宇宙航空研究開発機構
調布航空宇宙センター

調布市

24 協賛 第49回日本接着学会年次大会 2011.6.17～18 一般社団法人　日本接着学会 愛知工業大学 豊田市
25 協賛 システム制御情報チュートリアル講座2011 2011.6.23 システム制御情報学会 常翔学園　大阪センター 大阪市
26 協賛 第12回「運動と振動の制御」シンポジウム 2011.6.29～7.1 (社)日本機械学会 メルパルク長野 長野市
27 協賛 第39回日本ガスタービン学会定期講演会 2011.7.6～7 (社)日本ガスタービン学会 長野県松本文化会館 松本市
28 協賛 第45回Ｘ線材料強度に関するシンポジウム 2011.7.7～8 (社)日本材料学会 ルーテル市ヶ谷センター 東京

29 協賛
第3回「イノベーション基礎シミュレーションソフトウエアの
研究開発」

2011.7.14～15 東京大学生産技術研究所
東京大学生産技術研究所　　コ
ンベンションホール

東京

30 協賛 第41回信頼性・保全性シンポジウム 2011.7.14～15 (財)日本科学技術連盟 日本教育会館 東京
31 協賛 第39回可視化情報シンポジウム 2011.7.18～19 (社)可視化情報学会 工学院大学　新宿校舎 東京

32 募集 「サマー・サイエンスキャンプ2011」参加者募集
2011.7.25～8.28
（2泊3日～5泊6

日）

公益財団法人
日本科学技術振興財団

大学・公的研究機関等 各地

33 協賛 「イメージングの科学」 2011.7.25～26 （社）日本物理学会 東京大学弥生講堂 東京
34 協賛 平成23年度溶接工学夏季大学 2011.7.27～29 (社)溶接学会 大阪大学　岡田メモリアルホー 吹田市
35 協賛 鳥人間コンテスト選手権大会 2011.7末（2日 讀賣テレビ（株） 彦根市松原水泳場周辺 彦根市

36 協賛
サマースクール「有限要素法による流れ解析の基礎と応用講習
会」

2011.8.3～5 日本計算工学会 日本大学　駿河台校舎 東京

37 協賛 「機械の日・機械週間」 2011.8.6 一般社団法人　日本機械学会 大阪科学技術センター 大阪市

2011年　学協会等行事協力依頼一覧（ 協賛・後援 ）



38 協賛 日本混相流学会年会講演会2011 2011.8.6～8 日本混相流学会 京都工芸繊維大学 京都市
39 協賛 第7回能代宇宙イベント 2011.8.20～26 能代宇宙イベント協議会 能代宇宙広場 能代市
40 協賛 日本実験力学会2011年度年次講演会 2011.8.30～9.1 日本実験力学会 奈良県文化会館 奈良市

41 協賛 「自動車における3次元設計の現状と課題」 2011.8.31 一般社団法人　日本機械学会
首都大東京
秋葉原サテライトキャンパス

東京

42 協賛 Dynamics and Design Conference 2011 2011.9.5～9 (社)日本機械学会 高知工科大学 香美市

43 協賛 日本流体力学会年会2011 2011.9.7～9 (社)日本流体力学会
首都大学東京
南大沢キャンパス

八王子市

44 協賛 ヒューマンインターフェースシンポジウム2011 2011.9.13～9.16
ヒューマンインターフェース
学会

仙台国際センター 仙台市

45 協賛 平成23年度KAST教育講座 2011.9.14～28
財団法人
神奈川科学技術アカデミー

かながわサイエンスパーク 川崎市

46 協賛 「フラッターの制御と利用」に関する第1回シンポジウム 2011.9.15～16 フラッター研究会 東京大学　山上会館 東京

47 協賛
5th Symposium on Integrating CFD and Experiments in
Aerodynamics    ( Integration 2011)

2011.9.20～22
宇宙航空研究開発機構
研究開発本部

JAXA調布航空宇宙センター 調布市

48 協賛 第18回アコースティック・エミッション総合コンファレンス 2011.9.26～27 (社)日本非破壊検査協会
埼玉大学　東京ステーションカ
レッジ

東京

49 協賛 可視化情報全国講演会（富山2011） 2011.9.26～27 一般社団法人　可視化情報学 ANAクラウンプラザホテル 富山市
50 後援 MECT2011 特別セミナー「日本の民間航空機産業の飛翔」 2011.9.29 （株）ニュースダイジェスト ポートメッセなごや 名古屋市
51 協賛 第36回複合材料シンポジウム 2011.10.20～21 日本複合材料学会 フォレスト仙台 仙台市

52 協賛 SICEセミナー　「実践的な制御理論」 2011.10.20～21
公益社団法人
計測自動制御学会

常翔学園　大阪センター 大阪市

53 協賛
The International Conference on Intelligent Unmanned
Systems 2011 (ICIUS2011)

2011.10.30～11.2 千葉大 三井ガーデンホテル千葉 千葉市

54 協賛 第37回リモートセンシングシンポジウム 2011.10.31
公益社団法人
計測自動制御学会

首都大学東京
南大沢キャンパス

八王子市

55 協賛 56th FRP CON-EX2011 講演会 2011.11.1～2 （社）強化プラスチック協会 大阪市立工業研究所 大阪市

56 後援 宇宙子どもワークショップ2011 2011.11.6 財団法人　日本宇宙少年団 JAXA施設
筑波または相模

原

57 協賛
The Eleventh International Symposium on Advanced Fluid
Information and Transdisciplinary Fluid Integration
(AFI/TFI-2011)

2011.11.9～11 東北大学流体科学研究所 ホテルメトロポリタン仙台 仙台市

58 協賛 第8回流動ダイナミクスに関する国際会議（ICFD) 2011.11.9～11
東北大学グローバルCOE
プログラム

ホテルメトロポリタン仙台 仙台市

59 後援 ビジネスEXPO　「第25回北海道　技術・ビジネス交流会」 2011.11.10～11
北海道技術・ビジネス交流実
行委員会

アクセスサッポロ 札幌市

60 協賛
№11-114　第7回技術のための技術社倫理セミナー
－緊急事態発生におけるリスクマネジメントー

2011.11.12 一般社団法人　日本機械学会
キャンパス・イノベーションセ
ンター

東京

61 協賛 ものづくりNEXT↑2000 2011.11.16～18 (社)日本能率協会 東京ビックサイト 東京
62 協賛 平成23年度溶接入門講座（広島開催） 2011.11.17～18 （社）溶接学会 広島大学　中央図書館 東広島市
63 協賛 宇宙工学講座「宇宙工学の最前線を肌で感じよう！」 2011.11.18 一般社団法人　日本機械学会 名古屋工学院専門学校 名古屋市

64 協賛 SICEセミナー　「ロバスト制御入門」 2011.11.24～25
公益社団法人
計測自動制御学会

東京工業大学
大岡山キャンパス

東京都

65 協賛
№11-98　実践セミナー　　「宇宙機器の機械設計ー大学間連
携による「きぼう」日本実験棟船外実験装置の開発」

2011.11.25 一般社団法人　日本機械学会
東京都市大学
世田谷キャンパス

東京都

66 協賛
第48回X線材料強度に関する討論会
―配線応用力問題と微小部応力測定の取り組みと現状―

2011.12.2
公益社団法人
日本材料学会

㈱島津製作所　関西支社 大阪市

67 協賛 第20回交通・物流部門大会　（TRANSLOG2011） 2011.12.7～9 一般社団法人　日本機械学会 川崎市産業振興会館 川崎市

68 後援 UNISECワークショップ2011年 2011.12.9～11
NPO大学宇宙工学コンソーシ
アム

九州工業大学　戸畑キャンパス 北九州市

69 協賛
文部科学省HPCI戦略プログラム
第2回「次世代ものづくり」シンポジウム

2011.12.9 革新的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ (独)理化学研究所 和光市

70 協賛 2011年度　計算力学技術者（CAE技術者）資格認定事業 2011.12.10 一般社団法人日本機械学会 東京工業大学他5ヶ所
東京・名古屋・

大阪他

71 協賛 システム制御情報学会セミナー 2011.12.16
システム制御情報学会
事業委員会

大阪市立総合生涯学習ｾﾝﾀｰ 大阪市

72 協賛 第25回数値流体力学シンポジウム 2011.12.19～21 （社）日本流体力学 大阪大学コンベンションセン 大阪市
73 協賛 第12回　SICEシステムインテグレーション部門講演会 2011.12.23～25 公益法人　計測自動制御学会 京都大学　吉田キャンパス 京都市


