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

1 協賛 第40回リモートセンシングシンポジウム 2015.3.2
公益社団法人
計測自動制御学会

リモート・センシング技術セン
ター

東京都

2 協賛 第140回温度計測部会見学会 2015.3.2 公益社団法人　自動制御学会 ＪＡＸＡ調布航空宇宙センター 東京都
3 協賛 第2回制御部門マルチシンポジウム 2015.3.4～7 公益社団法人　自動制御学会 東京電機大学 東京都

4 協賛 第6回日本複合材料会議 2015.3.4～6
日本複合材料学会
日本材料学会

東京理科大学 東京都

5 協賛
第18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」

2015.3.9～10
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

6 協賛 平成26年度衝撃波シンポジウム 2015.3.9～11 日本衝撃波研究会 伊香保温泉　ホテル天坊 渋川市

7 協賛 シンポジウム「モバイル’15」 2015.3.12～13
特定非営利活動法人
モバイル学会

名古屋大学　東山キャンパス 名古屋市

8 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

2015.3.16～17
一般社団法人
日本非破壊検査協会

沖縄県青年会館 那覇市

9 協賛 構造材料に関わる安全設計の高度化 2015.4.21 東京大学・JAXA社会連携講座 東京大学　山上会館 東京
10 協賛 IASS2016プレシンポジウムセミナー 2015.5月～12月 IASS2016組織委員会 日本各地

11 協賛
第14回リーダーを目指す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：現場対応力とリスクコミュ
ニケーション－

2015.5.16 一般社団法人　日本機械学会
東京工業大学
ｷｬﾝﾊﾟｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

東京

12 協賛 ロボティクス・メカトロニクス講演会2015 2015.5.17～19 一般社団法人　日本機械学会 京都市勧業館「みやこめっせ」 京都市
13 協賛 第20回分子動力学シンポジウム 2015.5.22 公益社団法人　日本材料学会 山形大学　米沢キャンパス 米沢市

14 協賛
関東支部　2015年度講習会　「変わる！これからの機械工学」
シリーズ第1回「ビックデータの機械工学へのインパクトを探

2015.5.22 一般社団法人　日本機械学会 日本機械学会　会議室 東京

15 後援 日本地球惑星科学連合2015年大会 2015.5.24～28
公益社団法人
日本地球惑星科学連合

幕張メッセ　国際会議場 千葉市

16 協賛
2015 The annual IEEE Congress on Evolutionary
Computation     (IEEE CEC)

2015.5.25～28

The Institute of
Electrical and Electronics
Engineers, Computational
Intelligence Society

仙台国際センター 仙台市

17 協賛 講演会「乱流モデルをいかにして使うか」 2015.5.29 一般社団法人　日本機械学会 日本機械学会　会議室 東京
18 協賛 平成27年度溶接入門講座 2015.6.2～3 一般社団法人　溶接学会 フォーラムミカサ　エコ 東京
19 協賛 第20回計算工学講演会 2015.6.8～10 一般社団法人　日本計算工学 つくば国際会議場 つくば市

20 協賛 日本人間工学会　第56回大会 2015.6.13～14 一般社団法人日本人間工学会
芝浦工業大学
芝浦キャンパス

東京都

21 協賛
5th International Conference on Jets, Wakes and
Separated Flows (ICJWSF-2015)

2015.6.16～18 ICJWSF-2015組織委員会 ストックホルム スウェーデン

22 協賛
流体力学基礎講座
-基礎学理から数値流体力学・流体計測の基礎と実例まで-

2015.6.18～19 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

23 協賛 第58回日本接着学会年次大会 2015.6.19～20 一般社団法人　日本接着学会 愛知工業大学 豊田市
24 協賛 第14回「運動と振動の制御」シンポジウム 2015.6.22～24 一般社団法人　日本機械学会 栃木県総合文化センター 宇都宮市
25 協賛 2015生態工学会年次大会 2015.6.27～28 生態工学会 明治大学黒川農場 川崎市

26 協賛 鳥人間コンテスト2015
2015.7.末から2日
間（予定）

讀賣テレビ放送（株） 彦根市松原水泳場周辺 彦根市

27 協賛 №15-52　講習会CFDの基礎とノウハウ 2015.7.7 一般社団法人　日本機械学会 東大　生産技術研究所 東京
28 協賛 第49回X線材料強度に関するシンポジウム 2015.7.16～17 公益社団法人　日本材料学会 エル・おおさか 大阪市
29 協賛 第45回信頼性・保全性シンポジウム 2015.716～17 一般社団法人日本科学技術連 日本教育会館 東京

30 協賛
№15-37　講習会　マルチボディシステム運動学の基礎
№15-38　講習会　マルチボディシステム動力学の基礎

2015.7.16
2015.7.17

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

31 協賛 第43回可視化情報シンポジウム 2015.7.21～22 一般社団法人　可視化情報学 工学院大学　新宿キャンパス 東京

32 後援
航空安全・事故調査シンポジウム　-日本航空123便事故後30年
-

2015.7.22
NPO法人　航空・鉄道安全推
進機構

東京大学　弥生講堂
一条ホール

東京

33 協賛
「メンテナンス・レジリエンスTOKYO　2015」　および
「生産と設備　TOKYO　2015」

2015.7.22～24 一般社団法人　日本能率協会 東京ビックサイト 東京

34 協賛 平成27年度溶接工学夏季大学 2015.7.29～31 一般社団法人溶接学会
大阪大学
岡田メモリアルホール

吹田市

35 協賛 日本混相流学会混相流シンポジウム2015 2015.8.4～6 日本混相流学会 高知工科大学 香美市

2015年　学協会等行事協力依頼一覧（ 協賛・後援 ）



36 協賛 講習会　「実験流体力学　流体計測の基礎」 2015.8.7 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
37 後援 機械の日・機械週間 2015.8.7 一般社団法人　日本機械学会 トヨタ産業技術記念館 名古屋市

38 後援 流体若手夏の学校2015 2015.8.10～12
流体若手夏の学校2015
実行委員会

まるは食堂旅館 愛知県知多郡

39 後援 デジタルラジオグラフィに関する技術講習会
2015.8.20～21
（東京）
2015.8.24～25

一般社団法人　日本溶接協会
溶接会館
非破壊検査ビル

東京
大阪市

40 協賛 Dynamics and Design Conference 2015 2015.8.25～28 一般社団法人　日本機械学会 弘前大学 弘前市
41 協賛 日本実験力学会2015年度年次講演会 2015.8.28～29 日本実験力学会 新潟大学工学部 新潟市

42 協賛 ヒューマンインターフェースシンポジウム2015 2015.9.1～4
ヒューマンインターフェース
学会

公立はこだて未来大学 函館市

43 協賛
2015年度計算力学技術者（CAE技術者）資格検定事業
（個体力学分野の有限要素法解析技術者・熱流体力学分野の解
析技術者・振動分野の有限要素法解析偽技術者）

2015.9.6(上級ｱﾅﾘ
ｽﾄ）2015.12.19
（1.2級）

一般社団法人日本機械学会 関東・東海・関西・九州地区

44 後援 平成27年度KAST教育講座 2015.9.7～11
公益社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

45 協賛 第43回日本ガスタービン学会定期講演会 2015.9.9～10 公益社団法人ガスタービン学 米子コンベンションセンター 米子市

46 後援
海洋観測における航空宇宙技術を考えるサマーセミナー「海と
宙（そら）の間から」～小型無人飛翔体で海を　観・診（み）
る・視る～

2015.9.10～11 九州大学　応用力学研究所 九州大学　西新プラザ 福岡市

47 協賛 第40回複合材シンポジウム 2015.9.18～19 一般社団法人　日本複合材学 金沢工業大学 野々市市
48 協賛 №15-23　第25回　設計工学・システム部門講演会 2015.9.23～25 一般社団法人　日本機械学会 信州大学　長野キャンパス 長野市

49 協賛
『伝熱工学資料（改定第5版』の内容を教材にした熱設計の基
礎と応用

2015.9.24～25 一般社団法人　日本機械学会 東京大学　山上会館 東京都

50 協賛 日本流体力学会　年会2015 2015.9.26～28 一般社団法人　日本流体力学 東京工業大学　大岡山キャンパ 東京

51 協賛 可視化情報全国講演会（京都2015） 2015.10.10～11
一般社団法人　可視化情報学
会

京都工芸繊維大学
松ヶ崎キャンパス

京都市

52 協賛
第9回反応性プラズマ国際会議／第33回プラズマプロセシング
研究会

2015.10.12～16 公益社団法人　応用物理学会 ハワイ コンベンションセンター
米国

（ホノルル）
53 協賛 第1回材料WEEK 2015.10.13～17 公益社団法人 日本材料学会 京都テルサ 京都市
54 協賛 第17回破壊力学シンポジウム 2015.10.13～14 公益社団法人　日本材料学会 京都テルサ 京都市
55 後援 東京エアロスペースシンポジウム2015 2015.10.14～16 （株）東京ビックサイト 東京ビックサイト 東京

56 協賛
強化プラスチック協会　協会創立60周年記念特別事業
60th FRP CON-EX 2015

2015.10.15～16
一般社団法人強化プラスチッ
ク協会

秋葉原UDX 東京

57 協賛
第14回機械・構造物の強度設計、安全性評価委に関するシンポ
ジウム

2015.10.17 公益社団法人日本材料学会 京都テレサ 京都市

58 協賛
№03-15シンポジウム・講演会
　「車搭載パワーエレクトロニクスの最新技術｝

2015.10.27 公益社団法人　自動車技術会 工学院大学 東京

59 協賛
Twelfth International Conference on Flow Dynamics
（第12回流動ダイナミクスに関する国際会議）

2015.10.27～29 東北大学流体科学研究所 仙台国際センター 仙台市

60 協賛 平成27年度溶接工学専門講座 2015.10.29 一般社団法人　溶接学会 フォーラムミカサエコ 東京

61 協賛
№05-15シンポジウム・講演会
　「車両開発を進化させるCAE技術の現状と未来」

2015.11.6 公益社団法人　自動車技術会 発明会館ホール 東京

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

2015.11.7(関東地
区）
2015.11.15（東海
地区）

一般社団法人　機械学会
東京工業大学（関東地区）
愛知工業大学（東海地区）

東京
名古屋市

63 協賛 第20回可視化フロンティア「PIV講習会2015（大阪）」 2015.11.11 一般社団法人可視化情報学会 新大阪丸ビル 大阪市

64 協賛 第11回宇宙用半導体素子放射線影響国際ワークショップ 2015.11.11～13
日本原子力研究開発機構、
JAXA、群馬大学

桐生市市民文化会館 桐生市

65 協賛 平成27年溶接入門講座（広島開催） 2015.11.12～13 一般社団法人　溶接学会 広島大学 広島市
66 協賛 身近な巨大システムの安全・安心テクノロジー 2015.11.13 システム制御情報学会 京都テルサ 京都市
67 協賛 第23回機械材料・材料加工技術講演会（M＆P2015） 2015.11.13～15 一般社団法人　日本機械学会 広島大学　西条キャンパス 東広島市
68 協賛 第1回日本機械学会イノベーション講演会（iJSME2015） 2015.11.13～15 一般社団法人　日本機械学会 広島大学　東広島キャンパス 東広島市

69 協賛
International Gas Turbine Congress 2015 Tokyo (IGTC2015
Tokyo)

2015.11.15～20
公益社団法人
日本ガスタービン学会

虎ノ門ヒルズ 東京

70 協賛 第53回燃焼シンポジウム 2015.11.16～18 一般社団法人　日本燃焼学会 つくば国際会議場 つくば市



71 後援
ATMとCNSに関する電子航法研究所国際ワークショップ
（EIWAC2015）

2015.11.17～19 電子航法研究所 KFCホール 東京

72 協賛 第20回アコースティック・エミッション総合コンファレンス 2015.11.19～20
一般社団法人
日本非破壊検査協会

愛知県産業労働センター 名古屋市

73 後援
かがみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル・セミナー
～かがみがはら　から日本へ　そして世界へ～

2015.11.21 岐阜県、各務原市 中部学院大学 各務原市

74 協賛
第15回リーダーを目指す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：技術者の
意思決定-

2015.11.21 一般社団法人　日本機械学会 東京工業大学
キャンパスイノベーションセンター

東京

75 協賛 第141回温度計測部会講演会 2015.11.27
公益社団法人計測自動制御学
会

倒立産業技術研究センター
イノベーションハブ

東京

76 協賛 第5回世界工学会議（WECC2015） 2015.11.29～12.2 公益社団法人　日本工学会 京都国際会館 京都市

77 協賛
SICEセミナー「モデルベースと制御系設計
～モデリングから制御系設計までを系統的に学ぶ～」2015

2015.11.30～12.1
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

78 後援 UNISEC WORKSHOP 2015 2015.12.5～6
NPO　大学宇宙工学コンソー
シアム

首都大学東京　日野キャンパス 東京

79 協賛
第6回先端メカトロニクス国際会議
The 6th International Conference on Advanced
Mechatronics (ICVAM2015)

2015.12.5～8 一般社団法人　機械学会
早稲田大学
西早稲田キャンパス

東京

80 協賛
№15-63　第24回交通・物流部門大会
併催　第22回鉄道技術連合シンポジウム

2015.12.9～11 一般社団法人　機械学会 東京大学　生産技術研究所 東京

81 協賛
第12回ノートパソコンで出来る原子レベルのシミュレーション
入門講習会～分子動力額健さんと電子状態計算～

2015.12.14～15 公益社団法人　日本材料学会 島津製作所 大阪市

82 協賛 第16回SICEシステムインテグレーション部門講演会 2015.12.14～16 公益社団法人計測自動制御学 名古屋国際会議場 名古屋市
83 協賛 第1回宇宙太陽発電学会シンポジウム 2015.12.15～16 宇宙太陽発電学会 京都大学東京オフィス会議室 東京
84 協賛 講習会シミュレーションのV&VとCFDのベンチマーク動向 2015.12.15 一般社団法人　日本機械学会 日本機械学会　会議室 東京
85 協賛 第29回数値流体力学シンポジウム 2015.12.15～17 一般社団法人　日本流体力学 九州大学　筑紫キャンパス 春日市

86 協賛
第21回可視化フロンティア
「PSP/TSP講習会2015～蛍光燐光による定量可視化」

2015.12.16
一般社団法人　可視化情報学
会

LMJ東京研修センター 東京

87 協賛 第24回微粒化シンポジウム 2015.12.17～18 日本液体微粒化学会 神戸大学 神戸市

88 協賛 進化計算シンポジウム2015 2015.12.19～20 進化計算学会 グリーンホテル三ヶ根
愛知県
西尾市

89 協賛
第24回スペース・エンジニアリング・コンファレンス【ＳＥ
Ｃ’15】

2015.12.21～22 一般社団法人　日本機械学会 ことひら温泉「琴参閣」 中多度郡


