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

1 協賛
関東支部2012年度セミナー　技術者倫理
-技術管理者のための行動の設計学-

2013.1.17 一般社団法人　日本機械学会 日本機械学会会議室 東京

2 協賛 第44回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジウム 2013.1.22～23
一般社団法人
日本非破壊検査協会

機械振興会館 東京

3 後援 第5回スペースデブリワークショップ 2013.1.22～23
宇宙航空研究開発機構
未踏技術研究センター

ＪＡＸＡ　調布 東京

4 協賛 第41回ガスタービンセミナー 2013.1.24～25
公益社団法人
日本ガスタービン学会

三菱重工横浜ビル33階 横浜市

5 協賛
第21回スペース・エンジニアリング・コンファレンス[ＳＥ
Ｃ’12]

2013.1.25～26 一般社団法人　日本機械学会 国営飛鳥歴史公園内祝戸荘 奈良県

6 協賛 第20回超音波による非破壊評価シンポジウム 2013.1.28～29
一般社団法人
日本非破壊検査協会

きゅりあん　小ホール 東京

7 後援 2013年ATMとCNSに関する電子航法研究所国際ワークショップ 2013.2.19～21 （独）電子航法研究所 日本科学未来館 東京

8 協賛
第13回機械・構造物の強度設計、安全性評価に関するシンポジ
ウム

2013.2.22 公益社団法人　日本材料学会 日本材料学会　会議室 京都市

9 協賛  第135回温度計測部会見学会  2013.3.1
 公益社団法人　自動制御学
会

 モノづくりのまち東京都大田区
まち工場

 東京

89 協賛 第13回制御部門大会  2013.3.5～8  公益社団法人　自動制御学  アクロス福岡  福岡市
10 協賛 第4回日本複合材料合同会議 2013.3.7～9 日本複合材料学会 東京大学本郷キャンパス 東京

11 協賛 シンポジウム「モバイル’13」 2013.3.7～8 ＮＰＯ　モバイル学会
青山学院大学
青山キャンパス

東京

12 協賛  №13-14　講習会　流体騒音・振動  2013.3.7  一般社団法人　日本機械学  東京大学生産技術研究所  東京

13 協賛  平成24年度衝撃波シンポジウム  2013.3.13～15
 日本衝撃波研究会
JAXA/ISAS 東北大学流体科学

 北九州国際会議場  北九州市

14 協賛
第16回磁粉・浸透・目視部門・電磁気応用部門・漏れ試験部門
合同シンポジウム　「表面深傷技術による健全性診断」

 2013.3.18～19
 一般社団法人 日本非破壊検
査協会

 メルパルク京都  京都市

15 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
ム

 2013.3.25～26
 一般社団法人 日本非破壊検
査協会

 東北大学　片平さくらホール  仙台市

16 協賛
未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ 「高速衝突によ
り生じる様々な現象とその応用」

 2013.4.15  日本高圧力学会  東京工業大学田町キャンパス  東京

17 後援 熊本大学先進マグネシウム国際研究センター・シンポジウム 2013.4.22
熊本大学先進ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ国際研
究ｾﾝﾀｰ

メルパルク熊本 熊本市

18 協賛 第30回誘導制御シンポジウム 2013.5.16～17 公益社団法人計測自動制御学 JAXA　相模原キャンパス 相模原市

19 講演 日本地球惑星科学連合2013年大会 2013.5.19～24
公益社団法人
日本地球惑星科学連合

幕張メッセ 千葉市

20 協賛 ロボティクス・メカトロニクス講演会2013  2013.5.22～25  一般社団法人　日本機械学  つくば国際会議場  つくば市
21 協賛 温度計測基礎講座 2013.5.31 公益社団法人計測自動制御学 大田区産業プラザPiO 東京
22 協賛 日本人間工学会第54回大会  2013.6.1～2 一般社団法人　日本人間工学  日本大学　生産工学部  習志野市
23 協賛 平成25年度溶接入門講座（東京開催） 2013.6.10～11 一般社団法人　溶接学会 科学技術館 東京
24 協賛 第18回計算工学講演会  2013.6.19～21  一般社団法人 日本計算工学  東京大学生産技術研究所  東京
25 協賛 第51回日本接着学会年次大会  2013.6.20～21  一般社団法人　日本接着学  明治大学駿河台キャンパス  東京
26 協賛 第1回将来輸送系ワークショップ 2013.6.26 ＪＡＸＡ ベルサール八重洲 東京

27 後援 JAXA航空シンポジウム２０１３ 2013.6.28 ＪＡＸＡ
ソラシティカンファレンスセン
ター

東京

28 協賛
№13-29　講習会　マルチボディシステム運動学の基礎
№13-30　講習会　マルチボディシステム動力学の基礎

2013.7.1～2 一般社団法人　日本機械学会 東京大学　生産技術研究所 東京

29 協賛 第43回信頼性・保全性シンポジウム 2013.7.2～3
一般社団法人
日本科学技術連盟

日本教育会館 東京

30 協賛 第41回可視化情報シンポジウム 2013.7.16～17 一般社団法人　可視化情報学 工学院大学　新宿校舎 東京

31 協賛
システム制御学会・計測自動制御学会　チュートリアル講座
2013　　　　「実用的な制御系設計のためにおＰＩＤゲインチューニング-

2013.7.25 システム制御情報学会 常翔学園　大阪センター 大阪市

32 協賛 第14回可視化フロンティア「ＰＩＶ講習会2013」 2013.7.27 一般社団法人　可視化情報学 ＬＭＪ東京研修センター 東京
33 協賛 平成25年度溶接工学夏季大学 2013.7.29～31 一般社団法人　溶接学会 大阪大学 吹田市

34 協賛
「1DCAE概念にもとづくものづくり設計教育（導入・基礎から
1DCAE設計のための4つの力学）」

2013.7.29～30 一般社団法人　日本機械学会 日本機械学会　会議室 東京

2013年　学協会等行事協力依頼一覧（ 協賛・後援 ）



35 協賛  鳥人間コンテスト2013
 2013.7末～2日間

（予定）
 讀賣テレビ放送（株）  彦根市松原水泳場付近  彦根市

36 協賛 №13-77講習会　構造解析のための有限要素法入門 2013.7.30～31 一般社団法人　日本機械学会 横浜国立大学 横浜市
37 協賛 №13-72講習会　「実験流体力学　基礎技術から応用まで」 2013.8.7 一般社団法人　日本機械学会 日本大学　駿河台キャンパス 東京

38 協賛 「機械の日・機械週間」
2013.8.7「機械の
日」　8/1～7「機

械週間」
一般社団法人　日本機械学会 東京大学　山上会館 東京

39 協賛 日本混相流学会混相流シンポジウム2013 2013.8.9～11 日本混相流学会 信州大学　工学部 長野市
40 協賛  日本実験力学会2013年度年次講演会  2013.8.20～22  日本実験力学会  由利本荘市文化交流館  由利本荘市

41 協賛
日本物理学会　2013年度　科学セミナー
「宇宙における物質の起源と進化」

2013.8.22～23 一般社団法人　日本物理学会 東京大学　小柴ホール 東京

42 協賛  第13回「運動と振動の制御」シンポジウム  2013.8.26～30  一般社団法人　日本機械学  九州産業大学  福岡市
43 協賛  第8回衝撃工学に関する国際シンポジウム（ISIE2013）  2013.9.2～6  ISIE2013組織委員会 大阪大学会館（豊中ｷｬﾝﾊﾟｽ） 豊中市
44 協賛  №13-97　講習会　「自動車における3次元設計の現状と課  2013.9.4  一般社団法人　日本機械学  東工大蔵前会館  東京
45 協賛 ヒューマンインタフェースシンポジウム2013 2013.9.10～13 ヒューマンインタフェース学 早稲田大学 東京

46 協賛 日本流体力学会　年会2013 2013.9.12～14
一般社団法人　日本流体力学
会

東京農工大学
小金井キャンパス

東京

47 協賛 2013年度　計算力学技術者（CAE技術者）資格認定事業
2013.9.16
2013.12.21

一般社団法人　日本機械学会 各地区会場

48 協賛
 第4回噴流、後流およびはく離流れに関する国際会議（ＩＣＪ
WSF-2013)

 2013.9.17～21
 一般社団法人　日本機械学
会

 名古屋大学ＩＢ電子情報館  名古屋市

49 協賛
「伝熱高額資料（改定第5版」の内容を教材にした熱設計の基
礎と応用

2013.9.19～20
 一般社団法人　日本機械学
会

日本機械学会　会議室  東京

50 後援 平成25年度ＫＡＳT教育講座　計算力学の基礎 2013.9.19～27
公益財団法人
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

51 協賛 第38回複合材料シンポジウム 2013.9.24～26 日本複合材料学会 鹿児島大学 鹿児島市
52 協賛 可視化情報全国講演会（会津2013） 2013.9.27～28 一般社団法人　可視化情報学 会津大学 会津若松市
53 協賛  №13-113　講習会　「VRを用いた設計の新しい検討手法の紹 2013.9.27  一般社団法人　日本機械学  内田洋行  東京
54 後援 東京国際航空宇宙産業展（ＡＳET)　2013 2013.10.2～4 ㈱東京ビックサイト 東京ビックサイト 東京

55 協賛 第41回日本ガスタービン学会定期講演会 2013.10.16～17
公益財団法人
日本ガスタービン学会

沖縄産業支援センター 那覇市

56 協賛
「高速度イメージングとフォトニクスに関する総合シンポジウ
ム2013

2013.10.17～19
「高速度イメージングとフォ
トニクスに関する総合シンポ
ジウム2013組織委員会・実行

ホテルサンルート室蘭 室蘭市

57 協賛  58th FRP CON-EX 2013  2013.10.24～25
 一般社団法人　強化プラス
チック協会

 金沢工業大学  金沢市

58 協賛
計算力学技術者2級（振動分野の有限要素法解析技術者）
認定試験対策講習会

2013.10.26～27 一般社団法人　日本機械学会
東京工業大学
大岡山キャンパス

東京

59 協賛  GPS/GNSSシンポジウム2013
 2013.10.29～31

11.2
 一般社団法人　測位航法学
会

 東京海洋大学  東京

60 協賛 ものづくりNEXT↑2013 2013.10.30～11.1 一般社団法人　日本能率協会 東京ビックサイト 東京

61 協賛
 第15回可視化フロンティア 「LIF/PSP/TSP講習会2013～蛍光
燐光による定量可視化」

 2013.10.30
 一般社団法人　可視化情報
学会

 LMJ東京研修センター  東京

62 協賛
システム制御情報学会セミナー2013
実問題のための多目的設計探査　-家庭から宇宙まで-

2013.11.7 システム制御情報学会 京都テルサ 京都市

63 協賛 第21回機械材料・材料加工技術講演会（M＆P2013） 2013.11.8～10 一般社団法人　日本機械学会
首都大学東京
南大沢キャンパス

東京

64 協賛 第6回生態工学会定例シンポジウム・第3回陸上養殖勉強会 2013.11.8 生態工学会　陸上養殖勉強会 東京海洋大学 東京

65 協賛
第11回技術者のための技術者倫理セミナー　－自己・不祥事の
背景から学ぶリスクマネジメント：設計会社と運営管理会社の
責任ー

2013.11.9 一般社団法人　日本機械学会 明治大学　駿河台キャンパス 東京

66 後援 18th International Workshop on Laser Ranging 2013.11.11～15
18th International
Workshop on Laser Ranging

（山梨県富士吉田市） 富士吉田市

67 協賛 第16回可視化フロンティア「PIV講習会2013」 2013.11.12 一般社団法人　可視化情報学 新大阪　丸ビル別館 大阪市
68 協賛  第25年度溶接入門講座（岡山開催）  2013.11.12～13  一般社団法人　溶接学会  岡山理科大学  岡山市

69 協賛 第137回温度計測部会講演会  2013.11.15
 公益社団法人　計測自動制
御学会

大田区産業プラザPiO 東京

70 協賛 第26回翼列研究会 2013.11.18 翼列研究会 JAXA　調布航空宇宙センター 東京



71 協賛 第10回流動ダイナミクスに関する国際会議 2013.11.25～27 東北大学流体科学研究所 仙台国際センター 仙台市

72 協賛  SICEセミナー「制御系設計の基礎・実践」2013  2013.1125～26
 公益社団法人　計測自動制
御学会

 首都大学東京 秋葉原サテライ
トキャンパス

 東京

73 協賛  Symposium on Advanced Fluid Information(AFI-2013)  2013.11.25～27  東北大学流体科学研究所  仙台国際センター  仙台市

74 協賛
 №06-13シンポジウム「CAEに「よる車体開発の進化と今後の
可能性」

2013.11.29
 公益社団法人　自動車技術
会

 工学院大学  東京

75 後援 12th UNISEC WORKSHOP 2013 2013.11.30～12.1
NPO法人
大学宇宙工学コンソーシアム

電気通信大学 東京

76 協賛 第51回燃焼シンポジウム 2013.12.4～6 一般社団法人日本燃焼学会 大田区産業プラザPiO 東京

77 協賛  第19回アコースティック・エミッション総合コンファレンス  2013.12.5～6
一般社団法人
日本非破壊検査協会

 関西大学  大阪市

78 協賛 第4回「分野4次世代ものづくり」シンポジウム 2013.12.6 東京大学生産技術研究所 理化学研究所 東京
79 協賛  理研シンポジウム2014「明るい未来の光熱エネルギー」（第2回）  2013.12.9  （独）理科学研究所  (独）理科学研究所 和光キャンパス  和光市
80 協賛 №13-63　交通・物流部門大会 2013.12.10～12 一般社団法人　日本機械学会 東京大学　生産技術研究所 東京
81 協賛 第10回ノートパソコンででき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～2013.12.16～17 公益社団法人　日本材料学会 島津製作所　関西支社 大阪市
82 協賛 第27回数値流体力学シンポジウム 2013.12.17～19 一般社団法人　日本流体力学 名古屋大学　東山キャンパス 名古屋市
83 協賛 第22回微粒化シンポジウム＆16th Annual Conference of ILASS-Asia 2013.12.18～20 日本液体微粒化学会 長崎大学　坂本地区ｷｬﾝﾊﾟｽ 長崎市

84 協賛  第14回SICEシステムインテグレーション部門講演会  2013.12.18～20
公益社団法人
計測自動制御学会

 神戸国際会議場  神戸市

85 協賛 №13-88講演会　第22回スペース・エンジニアリング・コンファレンス 2013.12.20～21 一般社団法人　日本機械学会 日本大学　駿河台校舎 東京

86 協賛 「ウィンター・サイエンスキャンプ13-14」参加者募集
2013.12.21～

2014.1.8
公益社団法人
日本化学技術振興財団

各受け入れ大学 各地


