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2011年 3月 31日 

   Ẽ  ─  
年 月 日 事 業 概 要 担当委員会・部会 

4月 8日(木)  ・第1回企画総務委員会（中国支部事務局）17:30～19:30 企画 

4月14日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【16名】(CPD:1.0） 
「色彩計画について」講師：藤岡 義久（技術士 建設部門） 

青年 

4月17日(土)  ・第1回事業委員会（中国支部事務局）10:30～12:00 事業 

 4月17日(土)  ・技術士第二次試験合格者祝賀会 (広島ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾎﾃﾙ)【77名】(CPD:3.0) 
講演：「技術士と私のキャリア形成」 
講師：広島修道大学 人間環境学部 教授 長谷川 弘 氏 (技術士 農業部門)  

事業 

4月24日(土)  ・第 6回修習技術者セミナー(広島県情報プラザ) 【50名】(CPD:2.0） 

「トンネル設計のプロフェッショナルをめざして」廣井 和也（建設部門） 

「自家発電所運用と技術士チャレンジ」   小田 宗孝（電気電子部門） 

「技術士第二次試験の最近の動向と対策」山下 祐一（応理・建設・総監部門） 

修習 

5月 8日(土)  ・電気電子エネルギー部会・総会(中国支部事務局)【14名】 電気電子 

 5月12日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【19名】(CPD:1.0） 
「耐震性能をもつ箱型擁壁について」講師：岡 正臣（修習技術者） 

 (講評)森岡 敬士（技術士 建設部門） 

青年 

5月15日(土)  ・第1回防災委員会（中国支部事務局）14:00～17:00 防災 

5月17日(土)  ・第2回企画総務・第2回事業合同委員会（中国支部事務局）17:30～19:30 企画・事業 

5月22日(土)  ・第1回幹事会（中国支部事務局）  

5月22日(土)  ・中国支部通常総会／中国支部設立記念式典（ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島） 
講演：「これからの技術者像～技術士会への期待」【113名】(CPD:1.2） 
講師：広島工業大学 学長 茂里 一紘 

事業 

5月29日(土)  ・青年技術士交流会 見学会（鞆の浦町並み、阿伏兎観音）【37名】(CPD:3.5) 青年 

6月 3日(木)  ・四国支部通常総会（会場：アルファあなぶきホール） 四国支部 

6月 9日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  総会【19名】 
  活動報告、会計報告、情報交換等 

青年 

6月12日(土)  ・中国支部５県技術士会(復建調査設計㈱岡山支社)  企画 

6月12日(土)  ・第1回修習技術者セミナー(ピュアリティまきび)【65名】(CPD:1.7） 
講演：「技術士試験に求められるもの～論文の構成と記述内容について」 
講師：神下 栄(技術士)  

修習 

6月12日(土)  ・技術士第一・第二次試験合格者祝賀会(岡山：ピュアリティまきび)【83名】 
講演：｢求められる技術者像｣                 (CPD:2.5) 
講師：(財)倉敷スポーツ公園 理事長 伊丹 文雄 

事業・修習 

6月19日(土)  ・第2回修習技術者セミナー（ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ） 
【午前:50名、午後:69名】(CPD:午前2.8 、午後3.3)  

午前(総監)「総監的思考のトレ－ニング」鳥居 直也(技術士)   

  午後(修習)「課題解決能力を鍛える、インフラ整備を例にして」鳥居 直也(技術士)  

修習 

6月19日(土)  ・第1回広報委員会 広報 

6月24日(木)  ・定時総会、会長表彰、懇親会(経団連会館)14時～20時  

6月26日(土)  ・ＩＴビジョンの会総会／ＩＴ公開セミナー(ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ)  【34名】 
 講演：｢経営とＩＴの融合｣                (CPD:2.5) 
講師：広島工業大学 情報学部 知的情報システム学科 教授 南野 猛(技術士)  

ＩＴ 

7月 3日(土)  ・機械部会総会／講演会（ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ）【32名】(CPD:3.0） 
 講演：｢接続可能な社会をつくる持続可能な企業の実現に向けた品質の創造と保証｣ 
講師：広島工業大学 機械システム工学科 教授 久保田 洋志 

機械 

7月 8日(木)  ・第2回企画総務委員会 （17:30～19:30） 企画 

7月10日(土)  ・環境部会総会／講演会（ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ）【47名】(CPD:3.0） 
講演：｢環境問題と企業経営｣ 
講師：広島修道大学 人間環境学部 准教授 豊澄 智己 
講演：｢閉鎖性海域の環境再生｣ 
講師：広島大学大学院 生物圏科学研究科 教授 山本 民次 

環境 

7月14日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局) 例会・勉強会【17名】(CPD:1.0） 
 「バリアフリー社会について」講師：楢崎 茂（技術士 建設部門） 

青年 

7月17日(土)  ・農林水産部会総会／講演会（ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ）【36名】(CPD:2.7) 
講演：｢今後の農林水産整備の動向について｣                     
講師：広島県農林水産局 農林整備部 農林整備管理課 課長 大本 正行 
講演：「アフリカでの農業開発事業における環境社会配慮について： 
タンザニア、ローアモシ農業農村総合開発事業での環境アセスメント調査の経
験から」広島修道大学 人間環境学部 教授 長谷川 弘(技術士)  

農林水産 

 《CPD小計：34.2》  
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年 月 日 事 業 概 要 担当委員会・部会 

7月31日(土)  ・電気電子Ｅ部会7月例会(中国支部事務局)、納涼会 電気電子 

8月 7日(土)  ・技術士第二次試験(広島工業大学専門学校）総合技術監理部門 試験 

8月 8日(日)  ・技術士第二次試験(広島工業大学専門学校）その他部門 試験 

8月11日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局) 例会・勉強会【22名】(CPD:1.0） 
「ネパールへのコンポスト技術導入について」講師：八百屋 さやか(修習)  

青年 

8月27日(金)  ・本部とのWEB会議(情報工学部会講演会)  【10名】(CPD:1.3） 
 講演：日本の出版産業と技術図書出版の現状～自著書を出すには？ 
 講師：㈱シーエムシー出版 専務取締役 小林 敏幸氏 

ＩＴ 

8月28日(土)  
 
・第3回修習セミナー(ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ) 【30名】(CPD:3.0） 
講演：農林水産部会発表「農業地域の生態系保全とアプローチ」 
講師：広島県土地改良事業団体連合会 秋山浩三氏 
講演：電気電子部会発表「道路管理用電気通信設備の動向」 
講師：中電技術コンサルタント㈱ 岡村幸壽氏 
講演：環境部会発表「環境保全と廃棄物処理の紹介」 
講師： (財)広島県環境保健協会 岡本 亮氏 

修習 

8月31日(火)  ・広島県・広島市合同防災訓練(西風新都(セントラルシティこころ)  防災 

9月 4日(土)  ・第2回幹事会（中国支部事務局）  

9月 8日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【14名】(CPD:1.0） 
「写真で学ぶ下水道」講師：渡部 允人（技術士 上下水道部門） 

青年 

9月11日(土)  ・防災講演会(ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ) 【51名】(CPD2.7) 
講演：人々は土砂災害とどのように向き合ってきたか～近世以降の広島さぼう奮闘記 
講師：広島県土木局土木整備部砂防課 課長 蒲原 潤一 氏 
講演：「途上国における住民参加型の防災：南米ｺｽﾀﾘｶにおける洪水軽減堤防建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」  
講師：広島大学大学院国際協力研究科 教授 山本 春行 

防災 

9月17日(金)  ・電気電子部会見学会(長州産業、産業遺産: 徳利窯) 【22名】(CPD:2.5) 電気・機械・環境 

9月18日(土)  ・第1回ＩＴ研修会(中国支部事務局)  【21名(Skype参加者2名を含む)】(CPD:2.5) 
 「Ｓｋｙｐｅの紹介」 芳西 修(応用理学)  
  「Office2010の紹介」 長原 基司(情報)  

ＩＴ 

9月24日(金)  
～27日(月)  

・第37回技術士全国大会(三重県四日市市)【中国支部：17名】 
 24日：技術者倫理研究発表会、全国防災連絡会議、青年技術士の集い、交流会 
 25日：シンポジウム、記念式典 
 26日：シャープ亀山工場と土木技術遺産四日市港視察 
 27日：世界遺産“熊野古道”散策と日本の音風景１００選“那智の滝”巡り 

中部支部 

10月 7日(木)  ・第1回業務斡旋委員会（13:30～16:00） 業務 

10月 7日(木)  ・第3回企画総務委員会（17:30～19:30） 企画 

10月 7日(木)  ・第2回事業委員会（17:30～19:30） 事業 

10月11日(月)  ・技術士第一次試験（会場：広島工業大学専門学校） 試験 

10月13日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【17名】(CPD:1.0） 
「西欧州インフラ整備の実情について」講師：中田 圭吾（上下水道） 

青年 

10月16日(土)  
～18日(月)  

・第40回日韓技術士会議(会場：海峡メッセ下関)【423名(韓国162･日本261)】 
【中国:126名(鳥取6･島根15･岡山2･広島32･山口71)】 

16日：親善サッカー大会、女性技術士の会、前夜祭 
17日：式典、本会議、分科会、レディースコース、晩餐会 
18日：研修旅行      

事業 

10月31日(日)  ・第27 回 国際交流フェスティバル2010(ぺあせろべ)に参加 
【30名(支部21名･島根県8名・山口県1名)】 

青年 

11月 6 日(土)  ・第4回修習セミナー(ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ･ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ) 【20名】(CPD:2.2) 
 「技術者倫理～考え方と実践～」鈴川 竜司（電気電子） 

修習 

11月10日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【15名】(CPD:1.0） 
 「Windows7とOffice2010を使いこなすには」講師：長原 基司(情報工学） 

青年 

11月13日(土)  ・四国支部との常設委員会会議(四国支部事務局)   

11月26日(金)  
～27日(土)  

・第16 回 西日本技術士研究･業績発表年次大会(奈良県文化会館)【中国:11名】 
  26日：エキスカーション(薬師寺、唐招提寺、平城宮跡)  
 27日：第1分科会(地域活性化と技術士の役割)  

第2分科会(地場産業・伝統産業の再生)  
     第3分科会(今、求められる技術士像とは)  

特別講演 『世界をまほろばに』薬師寺長老 安田暎胤 師 

近畿支部 

12月 4 日(土)  ・第 3回幹事会(鳥取市しいたけ会館「対翠閣」)   

12月 4 日(土)  ・鳥取例会：環境部会見学会(鳥取市：日本きのこセンター菌じん研究所)  
 講話：福政 幸隆(菌蕈研究所所長: 農学博士)   【38名】(CPD:3.3) 

環境 

 《CPD小計：21.5》  
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年 月 日 事 業 概 要 担当委員会・部会 

12月 5 日(土)  ・鳥取例会：第2回ＩＴ研修会【36名】 (CPD:1.0） 
講演：「公共交通利用促進のための１つの取り組み～“ﾊﾞｽﾈｯﾄ”の開発と運用～」 
講師：菅原 一孔(鳥取大学工学部 教授)  

ＩＴ 

・鳥取例会：農林水産セミナー【36名】  (CPD:1.0） 
講演：「短稈コシヒカリの開発とその遺伝子DNAの追求」 
講師：富田 因則(鳥取大学農学部 准教授)  

農林水産 

・鳥取例会：防災セミナー 【36名】(CPD:1.0） 
講演：「2010年中国地方の土砂災害と減災への一考察～特に庄原地区を例として～」  
講師： 外山 涼一(中国支部 防災委員長） 

防災 

12月10日(金)  ・機械部会WEB会議(中国支部事務局)講演会 
【(中国支部)18名,( 四国支部)4名, ( 本部)47名 】(CPD:1.5） 

 講演1: ｢日産自動車における燃料電池自動車(ＦＣＶ)の開発状況｣吉澤幸大  

 講演2：｢アルミ合金の接合方法進歩とその製品適用事例」高井英夫(日立製作所)  

機械 

12月18 日(土)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会・忘年会【20名】(CPD:3.5) 
 グループ討議：青年技術士の社会貢献活動に向けて 

青年 

2011年 
1月 8日(土)  

・電気電子Ｅ部会1月例会(中国支部事務局)  【17名】(CPD:0.5)  
講演1：「鞆の浦の音響工学的解析」落久保 博明 
講演2：「省資源・地球温暖化防止の実行推進について」徳光 岩夫 

電気電子 

1月 8日(土)  ・水産部会WEB会議(中国支部事務局)講演会【6名】 (CPD:1.0） 

講演：「漁村の行方～漁村ユートピアをめざして～」 

講師：坂井 淳（技術士）漁港漁場新技術研究会 

農林水産 

1月12日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【16名】(CPD:1.0） 
 講演：「炊飯工場について」 
講師：双和 祥二(㈱サタケ 技術本部 産業システムグループ） 

青年 

1月12日(水)  ・平成22年新春記念講演会・新年賀詞交歓会(東京：学士会館)   

1月14日(金)  ・第4回企画総務委員会 （17:30～19:30） 企画 

1月15日(土)  ・環境部会 情報交換会(中国支部事務局）【14名+2名(Skype)】(CPD:1.5） 
 講演1：｢新エネルギー・課題と工夫｣今田雄一 
講演2：｢広島県の森林環境｣小松光二郎 

環境 

1月27日(木)  ・化学部会WEB会議(中国支部事務局)講演会【7名】(CPD:2.0) 
 講演1：「科学者が読み解く環境問題」講師：武田邦彦氏（中部大学教授） 
講演2：「美を演出するテクノロジー～化粧品技術の最前線～」 
講師：福井寛氏（福井技術士事務所・日本化学会フェロー・元資生堂） 

事業 

1月28日(金)  ・情報工学部会WEB会議(中国支部事務局)講演会【5名】(CPD:1.0） 
 講演：「ｳｪﾌﾞﾌﾞﾗｳｻﾞLunascapeの開発～研究から起業、その後の成功のポイントまで～」 
 講師：近藤 秀和（Lunascape株式会社 代表取締役社長 兼 CEO） 

ＩＴ 

1月29日(土)  ・技術士第一次試験合格者歓迎会(東京：コクヨホール)   

2月 5日(土)  ・電気電子部会、情報･経営工学部会合同セミナー(ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6階会議室)   
講演：｢スマートグリッドのビジネスチャンスを考える～エンジニアの視点 
講師：岡村 幸壽（中国支部電気電子部会長） 【28名】(CPD:2.0)  

ＩＴ・電気電子 

2月 9日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【15名】(CPD:1.0） 
講演：「変位制限装置付き落橋防止装置の耐震補強効果について」 
講師：守谷 佳也(㈱エスイー 中国支店 支店長） 

青年 

2月12日(土)  ・第4回幹事会  

2月12日(土)  ・技術士第一次試験合格者祝賀会(広島ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾎﾃﾙ)  【65名】( CPD:1.0)  
 講演：「修習技術者から技術士へのプロセス」 
講師：高橋 健一(本部修習技術者支援実行委員会副委員長)  

修習 

2月26日(土)  ・技術士事務所開業セミナー(ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6階会議室)  【33名】(CPD:5.0） 
 (1) 「経営計画を立てよう」：堀木 義信(技術士：情報部門)  
 (2) 「成功例と失敗例」永富 壽(技術士：化学部門 

(3) 「海外業務へのアクセス」井上 猛司(技術士：繊維部門)  
 (4) 「成功例と失敗例」出羽 昭夫(技術士：金属部門、総合技術監理部門)  

業務 

2月26日(土)  ・第1回社会貢献事例発表会WEB会議(中国支部事務局)  【19名】(CPD:2.8） 事業 

3月 5日(土)  ・農林水産部会研修会(ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6階会議室) 【32名】(CPD:2.5） 
講演：｢2020広島県農林水産業チャレンジプラン(森林・林業部門について)」 
講師：広島県 農林水産局 農林整備部 林業課長 梶保 節男 

農林水産 

3月 9日(水)  ・青年技術士交流会(中国支部事務局)  例会・勉強会【19名】(CPD:1.0） 
 講演１：「気候変動対策としての人材育成について」 
講師１：本部青年技術士交流委員長 田村 裕美（技術士：建設部門） 
講演２：「希尐野生動植物種保護増殖事業(タンチョウ)について」 
講師２：北海道支部青年副委員長 田中 真也（技術士：農業部門） 

青年 

3月17日(木)  ・臨時総会(東京：学士会館)   

3月19日(土)  ・第5回幹事会   
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年 月 日 事 業 概 要 担当委員会・部会 

 《CPD小計：29.5》  

 《CPD合計：85.2》  

   注)【○名】は終了行事の参加人数、(CPD:△)は CPDポイントを示す。 


