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

1 協賛 第47回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジウム 2016.1.9
一般社団法人
日本非破壊検査協会

機械振興会館 東京

2 協賛 第44回ガスタービンセミナー 2016.1.21～22
公益社団法人
日本ガスタービン学会

帝京大学板橋キャンパス 東京

3 協賛 第23回超音波による非破壊評価シンポジウム 2016.1.28～29
一般社団法人
日本非破壊検査協会

日本非破壊検査協会
亀戸センター

東京

4 協賛
早稲田大学　各務記念材料技術研究所　2015年度教育プログラ
ム

2016.1.29
早稲田大学
各務記念材料技術研究所

早稲田大学 東京

5 協賛 第10回放射線による非破壊評価シンポジウム 2016.2.4～5
一般社団法人
日本非破壊検査協会

都立産業技術研究センター 東京

6 協賛
日本保全学会「第16回保全セミナー」　原子力帰省の現状と課
題

2016.2.22 日本保全学会 東京大学　浅野キャンパス 東京

7 協賛 第1回構造接着研究シンポジウム 2016.2.29 産業技術総合研究所 産総研　共用講堂大会議室 つくば市

8 協賛 第142回温度計測部会見学会 2016.3.3
公益社団法人計測自動制御学
会

JAMSTEC海洋開発機構
横須賀本部

横須賀市

9 協賛 第3回制御部門マルチシンポジウム 2016.3.7～10 公益社団法人計測自動制御学 南山大学 名古屋市

10 協賛 平成27年度衝撃波シンポジウム 2016.3.7～9
平成27年度衝撃波シンポジウ
ム実行委員会

熊本大学　黒髪南地区 熊本市

11 協賛 シンポジウム「モバイル‘16」 2016.3.10～11
特定非営利活動法人
モバイル学会

産業技術総合研究所
つくばセンター

つくば市

12 協賛 第7回日本複合材料会議（JCCM-7） 2016.3.16～18 公益社団法人　日本材料学会 京都テルサ 京都市

13 協賛
第19回　磁粉・浸透・目視部門・電磁気応用部門・漏れ試験部
門

2016.3.17～18
一般社団法人
日本非破壊検査協会

日本非破壊検査協会
亀戸センター

東京

14 協賛 第6回分野4次世代ものづくりシンポジウム 2016.3.23～24 東京大学・JAXA・JAEA 東京大学生産技術研究所 東京

15 協賛 第1回フラッターとその応用に関する国際シンポジウム 2016.5.15～17
フラッター研究会
ISFA2016組織委員会

国立オリンピック記念青少年総合センター 東京

16 後援 日本地球惑星科学連合2016年大会 2016.5.22～26 公益社団法人日本惑星科学連 幕張メッセ 千葉市

17 協賛
Asian Congress of Structural and Multidisciplinary
Optimization 2016 (ACSMO 2016)

2016.5.23～26 ASSMOおよび日本機械学会 長崎ブリックホール 長崎市

18 協賛 第21回計算工学講演会 2016.5.31～6.2 一般社団法人　日本計算工学 朱鷺メッセ 新潟市
19 協賛 鳥人間コンテスト2016 2016.7.下旬 讀賣テレビ（株） 琵琶湖（松原水泳場周辺） 彦根市
20 協賛 第44回可視化情報シンポジウム 2016.7.19～20 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

21 協賛 第50回　X線　材料強度に関するシンポジウム 2016.7.21～22 公益社団法人日本材料学会
国立オリンピック記念青少年総
合センター

東京

22 協賛 日本混相流学会　混相流シンポジウム2016 2016.8.8～10 日本混相流学会
同志社大学
今出川キャンパス

京都市

23 協賛 日本実験力学会2016年度年次講演会 2016.9.1～3 日本実験力学会 近畿大学　東大阪キャンパス 東大阪市
24 協賛 日本流体力学学会　年会2016 2016.9.26～28 一般社団法人　流体力学学会 名古屋工業大学 名古屋市
25 協賛 可視化情報全国講演会（日立2016） 2016.10.8～9 一般社団法人　可視化情報学 茨城大学　日立キャンパス 日立市

26 協賛 第31高速度イメージングとフォトニクスに関する国際会議 2016.11.7～10
大阪大学
ﾚｰｻﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ学研究ｾﾝﾀｰ

ホテル阪急エキスポパーク 吹田市

27 協賛 第24回「風工学シンポジウム」 2016.12.5～7
第24回風工学シンポジウム運
営委員会

日本建築学会
建築会館ホール

東京

28 後援 第4回国際ソーラーセイルシンポジウム2017 2017.1.17～20
一般財団法人日本宇宙フォー
ラム

京都リサーチパーク 京都市

29 協力 第7回ロボット大賞 2016.4.28～6.30
経済産業省
日本機械工業連合会

（表彰式）2016.10.19
東京ビッグサイト

東京

2016年　学協会等行事協力依頼一覧（ 協賛・後援 ）



30 協賛 №16-29講習会　「乱流モデルをいかに使うか」 2016.5.13 一般社団法人　日本機械学会
東京理科大学
神楽坂キャンパス

東京

31 協賛
第16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：不確実な情報下でも意思
決定－

2016.5.14 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

東京

32 協賛 第1回フラッターとその応用に関する国際シンポジウム 2016.5.15～17
フラッター研究会
ISFA2016組織委員会

国立オリンピック記念青少年総
合センター

東京

33 協賛 Purdue Club of Japan 創立20周年記念講演会 2016.6.4 The Purdue Club of Japan 日本財団 東京

34 協賛 平成28年度非破壊検査総合シンポジウム 2016.6.6～7
一般社団法人
日本非破壊検査協会

日本非非破壊検査協会
亀戸センター

東京

35 協賛 平成28年度溶接入門講座（東京開催） 2016.6.14～15 一般社団法人溶接学会 フォーラムミカサエコ 東京
36 協賛 №16-63講習会　CFDの基礎とノウハウ 2016.6.21 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
37 協賛 2016生態工学年次大会 2016.6.24～25 生態工学会 宮崎グリーンスフィア一番館 宮崎市

38 協賛 日本人間工学会第57回大会 2016.6.25～26
一般社団法人
日本人間工学第57回大会

三重県立看護大学 三重県津市

39 後援
公開シンポジウム「フロンティアを目指す、サイエンスとアー
ト（仮題）」

2016.6.27～28 日本学術会議 日本学術会議講堂 東京

40 協賛
D-RT講習会　「デジタルラジオグラフィに関する技術講習会」
-工業分野におけるデジタルグラフィの基礎とその適用-（東京
開催）

2016.7.7～8 一般社団法人日本溶接協会 溶接会館 東京

41 協賛
№16-27講習会　マルチボディシステム運動学の基礎
№16-28講習会　マルチボディシステム動力学の基礎

2016.7.7
2016.7.8

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

42 協賛
D-RT講習会　「デジタルラジオグラフィに関する技術講習会」
-工業分野におけるデジタルグラフィの基礎とその適用-（大阪
開催）

2016.7.11～12 一般社団法人日本溶接協会 CIVI研修センター新大阪東 大阪市

43 協賛 第2回　「ビックデータの機械工学へのインパクトを探る」 2016-7.11 一般社団法人　日本機械学会 日本機械学会会議室 東京
44 協賛 第46回信頼性・保全性シンポジウム 2016.7.14～15 一般財団法人日本科学技術連 日本教育会館 東京

45 協賛
チュートリアル講座2018
「飛行ロボット　～空の産業革命を支える技術～」

2016.7.15
システム制御情報学会
計装自動制御学会

常翔学園　大阪センター 大阪市

46 後援 第三回（講演+討論）型講演会 2016.7.15
特定非営利活動法人
慣性センサ応用技術研究協会

東京大学　山上会館 東京

47 協賛
「メンテナンス・レジリエンスTOKYO2016」「生産と設備
TOKYO2016」

2016.7.20～22 一般社団法人日本能率協会 東京ビックサイト 東京

48 後援 総合工学シンポジウム 2016.7.20
日本学術会議
総合工学委員会

日本学術会議講堂 東京

49 協賛 日本保全学会　第13回学術講演会 2016.7.25～27 一般社団法人　日本保全学会 神奈川県立かながわ労働プラザ 横浜市

50 協賛 平成28年度溶接工学　夏季大学 2016.7.25～27 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

51 協賛
SICEセミナー　『マルチエージェントシステムの制御：IoT時代
の制御理論」

2016.7.25～27
公益社団法人　計測自動制御
学会

北陸先端科学技術大学院大学
東京サテライト

東京

52 協賛 機械の日・機械週間
2016.8.1～7
2016.8.7

一般社団法人日本機械学会
東京大学
弥生講堂一条ホール

東京

53 後援 流体若手夏の学校2016 2016.8.4～6
流体若手夏の学校2016
実行委員会

ホテル・ヘリテイジ 熊谷市

54 協賛 2016年度JCOM若手シンポジウム 2016.8.22～23 一般社団法人　日本材料学会 海峡メッセ下関 下関市

55 協賛 №16-85講習会「実験流体力学　流体計測の基礎」 2016.8.29 一般社団法人日本機械学会
日本大学理工学部
駿河台キャンパス

東京

56 後援 平成28年度ＫＡＳＴ教育講座
2016.8.31, 9.1,
9.13, 9.14

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

57 協賛 ヒューマンインターフェースシンポジウム2016 2016.9.6～9 ヒューマンインタフェース学 東京農工大学 東京



58 後援 「シンクロ型LPSO構造の材料科学」　一般公開成果報告会 2016.9.6
文科省科学研究費補助金・新
学術領域研究

ソラシティカンファレンスセン
ター

東京

59 協賛
企画講習会「グローバル技術者必須！！機械の状態監視と診断
技術
基礎・実践ノウハウと応用例・規格」

2016.9.9 一般社団法人日本機械学会 日本機械学会　会議室 東京

60 協賛
2016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）

2016.9.10・17(上
級ｱﾅﾘｽﾄ）
2016.12.10（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 東京

61 後援 宇宙セミナー「宇宙工学最前線（仮）」 2016.9.10 札幌市青少年科学館 札幌市青少年科学館 札幌市
62 協賛 第41回複合材シンポジウム 2016.9.15～16 一般社団法人日本複合材料学 高知工科大学 高知市

63 後援
第1回WEATHER-Eyeオープンフォーラム
「航空輸送を特殊気象（雪氷・雷・火山灰等）から守るため

2016.9.27
気象影響防御技術コンソーシ
アム

東京大学　武田ホール 東京

64 協賛
№16-84講習会「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

2016.9.29～30 一般社団法人日本機械学会 日本機械学会　会議室 東京

65 協賛 第26回設計工学・システム部門講演会（D＆S2016） 2016.10.8～10 一般社団法人日本機械学会
慶應義塾大学
日吉キャンパス

横浜市

66 協賛
Thirteenth International Conference on Flow Dynamics
第13回流動ダイナミクスに関する国際会議

2016.10.10～12
東北大学流体科学研究所
ICFD実行委員会

仙台国際センター 仙台市

67 協賛 第2回材料　WEEK 2016.10.11～14 公益社団法人　日本材料学会 京都テルサ 京都市

68 協賛
振動分野の有限要素解析講習会
（計算力学技術2級認定試験対策講演会）

2016.10.15　関東
2016.10.30　東海

一般社団法人日本機械学会
東京工業大学岡山ｷｬﾝﾊﾟｽ
愛知工業大学本山ｷｬﾝﾊﾟｽ

東京
名古屋

69 後援 第7回スペースデブリワークショップ 2016.10.18～20
宇宙航空研究開発機構
研究開発部門

JAXA　調布航空宇宙ｾﾝﾀｰ 東京

70 協賛 第44回日本ガスタービン学会定期講演会 2016.10.26～27
公益社団法人
日本ガスタービン学会

ホテルリッチ＆ガーデン酒田 酒田市

71 協賛
SIP「革新的構造材料」マテリアルズインテグレーションシンポ
ジウム2016

2016.11.1～2 科学技術振興機構
東京大学
駒場リサーチキャンパス

東京

72 後援 ARSaP2016　安全講演会 2016.11.27
NPO法人航空・鉄道安全推進
機構

東京大学　山上会館 東京

73 協賛
No.16-148 第17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：どこまで安全
を求めるか－

2016.11.12 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

東京

74 協賛 平成28年度溶接工学専門講座 2016.11.16 一般社団法人　溶接学会 フォーラムミカサエコ 東京
75 協賛 第54回燃焼シンポジウム 2016.11.23～25 一般社団法人　日本燃焼学会 仙台国際センター 仙台市

76 協賛 61st  FRP CON-EX 2016 2016.11.24～25
一般社団法人強化プラスチッ
ク協会

広島情報プラザ 広島市

77 協賛 第143回温度計測部見学会 2016.11.30
公益社団法人　計測自動制御
学会

日本電気計器検定所本社 東京

78 協賛 第25回交通・物流部門大会（TRANSLOG2016） 2016.11.30～12.2 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
79 協賛 第53回X線材料強度に関する討論会 2016.12.2 公益社団法人　日本材料学会 ウインク愛知 名古屋市

80 協賛 第4回定期講演会・展示会 2016.12.2
特定非営利活動法人
慣性センサ応用技術研究協会

機械振興会館地下2階ホール 東京

81 後援
支倉常長の日仏航海とはやぶさの宇宙航海　石巻から始まった
400年（仮題）

2016.12.4 東北大学
河北総合センター「ビッグバ
ン」文化交流ホール

宮城県
石巻市

82 協賛
SICEセミナー「モデルベースト制御系設計
～モデリングから制御系設計までを系統的に学ぶ～」2016

2016.12.5～6
公益社団法人計測自動制御学
会

電機通信大学付属図書館 東京

83 協賛 第12回最適化シンポジウム2016 （OPTIS 2016） 2016.12.6～7 一般社団法人　日本機械学会 北海道大学 札幌市



84 協賛 第23回国際アコースティック・エミッションシンポジウム 2016.12.6～8
一般社団法人
日本非破壊検査協会

京都テルサ 京都市

85 協賛 進化計算シンポジウム2016 2016.12.10～11 進化計算学会 一宮シーサイドオーツカ
千葉県
長生郡

86 後援 UNISECワークショップ2016＠東京都市大学 2016.12.10～11
NPO法人
大学宇宙工学コンソーシアム

東京都市大学
世田谷キャンパス

東京

87 協賛 第30回数値流体力学シンポジウム 2016.12.12～14 一般社団法人　日本流体力学 タワーホール船堀 東京

88 協賛 第1回FRP講習会のご案内 2016.12.12
一般社団法人
日本複合材料学会

日本大学　駿河台校舎 東京

89 協賛 第3回初心者にもわかる信頼性工学入門セミナー 2016.12.14 公益社団法人　日本材料学会 電機通信大学 東京

90 協賛 第17回SICE　システムインテグレーション部門講演会 2016.12.15～17
公益社団法人　計測自動制御
学会

札幌コンベンションセンター 札幌市

91 協賛 第29回信頼性シンポジウム 2016.12.15～16 公益社団法人　日本材料学会 東京理科大学 東京
92 協賛 第25回微粒化シンポジウム 2016.12.19～20 日本液体微粒化学会 富山国際会議場 富山市

93 協賛 第2回宇宙太陽発電シンポジウム 2016.12.19～20 宇宙太陽発電学会
東京理科大学
神楽坂キャンパス

東京

94 協賛 第25回スペース・エンジニアリング・コンファレンス［SEC’ 2016.12.21～22 一般社団法人　日本機械学会 湯田温泉「ホテルかめ福」 山口市

95 協賛
講習会　流体とインフォマティクス～最適化、統計データ分析
で見えてくる新しい世界～

2016.12.22 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


