平成27年度 中国本部関連の行事開催予定・実績

開催日
事業概要
4月3日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
農業部会4月講演会【Web中継】（中国本部事務局）14:00～17:40 「バイオ
マス資源の利活用とバイオマス発電について」今井伸治(公社 日本肥料検
4月4日 土 定協会) 、 ｢飯館村民の放射能汚染実態と除染評価及び村民の生活再建支
援研究」糸永浩司(日本大学 生物資源学部 教授）、 ｢新たな『食料・農業・農
村基本計画』について」梅下幸弘（農林水産省大臣官房政策課企画官）
4月8日 水 CPD実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)15：00～17：00 (岡本)
4月9日 木 第1回事務局会議(中国本部事務局)18:00～19:30
4月11日 土 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)13：00～16：00
第1回岡山例会【技術士第二次試験合格者祝賀会】(ピュアリティ―まき
「技術士への期待」則次俊郎(津山工業高等専門学校 校
4月11日 土 び)13:20～19:30
長)、「岡山県支部の活動について」、「中国本部の活動について(10分×6組
織)」、「日本技術士会入会の勧め」、「ＣＰＤ登録方法」
4月12日 日 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)16：00～17：00
「エンジニアリ
4月13日 月 第57回技術者倫理研究会(中国本部事務局)18：30～20：30
ング・デザインと技術者倫理」 鈴川竜司（㈲スズカワ設備事務所）
第3回地域産業活性化支援事例発表会【Web中継】(中国本部事務局)13:00
～16:55 「平成27年度中小企業支援施策・予算と平成26年度補正予算につ
いて」平井淳生(中小企業庁 技術・経営革新課長)、「地産地消の小水力発
4月14日 火 電～農林業地域の再生可能エネルギーの現状～」竹尾敬三（中部本部）、
「簡易積雪観測システム『かんそくん』（鳥取県経営革新大賞企画デザイン
賞）の開発支援」 桜井博幸(中国本部)、「地域産業活性化研究会」県支部活
動報告」(3名)、「委員会推薦応募事例発表」(2名)
4月15日 水 青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
4月16日 木 第1回建設部会幹事会(中国本部事務局)17:30～19:30
4月24日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～17:00(寄高)
4月25日 土 第1回応用理学部会幹事会(中国本部事務局)15:00～19:00
4月26日 日 広報委員会（中国本部事務局)10:00～11:30 青年技術士座談会
4月26日 日 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)12：00～16：00
4月30日 金 第1回省エネ・温暖化研究会設立準備会(中国本部事務局)17:30～19:30
5月2日 土 広報委員会（中国本部事務局)13:30～15:00 部会長座談会
機械部会5月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「インク
5月8日 金 ジェットプリンターの産業応用に向けて」杉浦邦充（セイコーエプソン㈱）、「製
品開発設計全体をスムーズに進めるプロジェクトマネジメント」、渡辺孝（三菱
電機㈱）
5月度修習技術者研修会／先端複合技術研究発表会【Web中継】(中国本部
5月9日 土 事務局)13:00～18:00 「修習技術者のためガイドブック -技術士を目指して
- 第 3版」説明会、「先端複合技術研究会」
「ビジネスマンの
5月9日 土 岡山県支部5月特別例会(岡山県立図書館)13:30～15:30
ネット社会における情報セキュリティ」小林昇
5月度CPDミニ講座（第61回）【Web中継】(中国本部事務局)18：00～20：00
「先導的低炭素技術(L2-Tech)リストの使い方について」奥井洋介（環境省地
5月13日 水 球環境局 地球温暖化対策課）、「気候変動と我が国の温暖化対策」峰岸律
子（環境省地球環境局 低炭素社会推進室/地球温暖化対策課）
5月15日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
5月16日 土 第1回化学金属部会幹事会(中特会館第1会議室)14:00～17:00
上下水道部会5月度定例講演会【Web中継】13:30～15:30 「これからの水道
5月16日 土 事業(新水道ビジョンの実践）」磯部良太（厚生労働省 健康局 水道課 課長
補佐）
5月16日 土 第1回上下水道部会幹事会(中国本部事務局)15：30～19:00
応用理学部会5月講演会【Web中継】(中国本部事務局)18:00～20:00 「海
5月19日 火 溝型巨大地震の実態解明と予測システム構築」小平秀一(海洋研究開発機
構 研究開発センター長)
青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30 「作曲・編曲
5月20日 水 "Wendsday"ができるまで」笹田誠
5月23日 土 第1回機械部会幹事会(中国本部事務局)15：00～19:00
5月27日 水 技術士試験担当者Web会議(中国本部事務局)16:00～17:00
5月27日 水 第2回事務局会議(中国本部事務局)18:00～19:30
5月28日 金 第2回省エネ・温暖化研究会設立準備会(中国本部事務局)18:00～20:00
5月29日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～17:00(寄高)
5月30日 土 第1回役員会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～16:00
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開催日

事業概要
第34回技術士業務開業研修会（入門コース）【Web中継】(中国本部事務
「技術士事務所開設の準備、体験」、「独立体験談 定年
5月30日 土 局)13:10～18:00
を待つな！ 独立開業の体験談と目から鱗のノウハウいろいろ」、「業務体験
談 若くして独立した体験談」、「全体討議及び質疑応答」
6月4日 木 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)18：30～20：00
6月5日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
第2回岡山例会(岡山県立図書館 デジタル情報シアター）14:00～17:00 「ま
ちづくりの活性化と技術士(会)の役割」阿部典子（ＮＰＯ法人みんなの集落研
6月6日 土 究所
首席研究員）、石田篤（公益財団法人みんなでつくる財団おかやま 代
表理事）
6月6日 土 第1回農林水産部会幹事会(中国本部事務局)13：00～14:00
農業部会6月講演会【Web中継】（中国本部事務局）14:00～16:45 「技術士
と海外業務－技術移転の現状と課題を探る－」田中好雄（田中技術士事務
6月6日 土 所）、 ｢APECエンジニア制度について」鮫島信行（日本技術士会副会長）、 ｢
APECエンジニアとしての海外業務－タイの鶏肉の生産状況と日本への輸出
について－」礒部禎夫（礒部技術士事務所）
6月7日 日 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)9：00～17：00
機械部会6月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「未来の自
総合研究
6月12日 金 動運転技術と日産自動車の取り組み」安藤敏之（日産自動車㈱
所）、「技術士のためのお得な会計講座ーこれから独立を目指す技術士の皆
さんへ」鈴木裕太（鈴木公認会計士・税理士事務所）
6月15日 月 第1回建設部会打合せ(中国本部事務局)16:00～18:00
第58回技術者倫理研究会(中国本部事務局)18：30～20：30 「モラル、倫
6月15日 月 理、安全文化、…～醸成活動の実施も劣化兆候の評価も、共通語があれば
こそ可能～」 畑孝也(原子力規制庁)
6月16日 火 第57回定時総会、臨時理事会、会長表彰等、懇親会(大手町サンケイプラ
6月17日 水 第3回事務局会議(中国本部事務局)18:00～19:30
「瀬戸内里海振興会
6月17日 水 青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
の活動紹介」田坂勝((瀬戸内里海振興会)
6月18日 木 第1回防災委員会(中国本部事務局)13：30～14：30
広島土砂災害現地調査報告会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)15:00～18:00 「広
島土砂流災害から学ぶこと」上野雄一、「複雑な土石流形態から被害拡大要
因を探る」小林昇、「土石流の発生源の形態から見た土砂災害リスク」矢ヶ部
6月18日 木 秀美、「広島土砂災害における八木３丁目の土石流」中井真司、「広島土石
流災害視察報告」花本孝一郎、「広島土砂災害と斜面維持管理の話題」 廣
田清治(愛媛大学)、「広島土石流災害の流出土砂量の推定」須賀幸一、「既
設治山ダムの評価と一考察」菊池昭宏
6月19日 金 第1回活用促進委員会(中国本部事務局)16：00～17：30
6月24日 水 第3回省エネ・温暖化研究会設立準備会(中国本部事務局)18:00～20:00
「ウォー
6月25日 木 環境部会6月講演会【Web中継】（中国本部事務局）18:40～20:40
ターフットプリントについて」伊坪徳宏(東京都市大学 環境学部 教授)
6月26日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)15:00～17:00(寄高)
6月26日 金 情報工学部会6月講演会【Web中継】（中国本部事務局）18:30～20:00
「Webマーケティングと法的リスク」平野敬（弁護士）
6月27日 土 第1回電気情報部会幹事会(中国本部事務局)14:00～16:00
機械部会例会・講演会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～17:00 「過給ダウン
サイジングを中心とした自動車用エンジンの最新技術動向｣畑村耕一(㈱畑
6月27日 土 村エンジン研究事務所 代表取締役）、｢機械設計におけるフロントローディン
グの実践～QFD,TRIZ,FMEAの活用～｣池田昌浩（倉敷精機㈱）、｢日本の
“ものづくり”に求められる“ひとづくり”｣山根八洲男（広島大学名誉教授）
電気電子部会7月講演会【Web中継】(中国本部事務局)16:00～18:00 「電
7月1日 水 気エネルギーシステムにおけるサイバーセキュリティ」芹澤善積(（財）電力中
央研究所 システム技術研究所 副所長)
7月1日 水 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)18：30～20：30
7月2日 木 第1回理科教育研究会(中国本部事務局)18:00～20:30
四国本部年次大会・設立5周年記念式典（高松国際ホテル）14：00～20:00
7月3日 金 「弘法大師と満濃池」坂田知應（威徳院住職、総本山善通寺執行・主任学芸
員、真言宗善通寺派総務部長） ※大田･近藤･植田･安藤
「水産・海
7月4日 土 水産部会7月講演会【Web中継】（中国本部事務局）13:00～15:00
洋の今後の在り方と魚類養殖技術開発の話題」竹内俊郎(東京海洋大学長)
7月8日 水 第2回建設部会・第1回応用理学部会打合せ(中国本部事務局)18:00～
機械部会7月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「ドイツ
7月10日 金 Industry4.0取組の紹介」浅川石見（ドイツ貿易・投資振興機構 日本代表事
務所）
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事業概要
7月度修習技術者研修会／先端複合技術研究発表会【Web中継】(中国本部
事務局)13:00～18:00 「環境マネジメントシステム（ISO14001）を業務に生か
7月11日 土 す」小塚浩志（小塚浩志技術士事務所 所長）、「事業継続マネジメントシステ
ム（仮）」黒澤兵夫（ＴＡＫＥ国際技術士研究所 代表）、先端複合技術研究発
表会(17:10～17:50)
電気情報部会例会・講演会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)14:00～17:00 「SQUID
計測用ドローン
7月11日 土 非破壊検査に関する研究」杉内栄夫(電気電子)、「
「SPIDER」を用いた3次元計測・構造物調査」渡辺豊（ルーチェサーチ㈱ 社
長）
第59回技術者倫理研究会【Web中継】(中国本部事務局)18：30～20：30 「技
7月14日 火 術者と倫理について考えてみよう」小出重幸(日本科学技術ジャーナリスト会
議)
「安全安心な生活に向
7月15日 水 青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
けて～技術者の投資戦略～」山下祐一（一山コンサルタント）
7月16日 木 上下水道部会7月度定例講演会【Web中継】(中国本部事務局)18:30～20:00
「水道用バルブの歴史について」沼田真人(元前澤工業㈱)
7月17日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
7月19日 日 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
7月20日 月 技術士第二次試験(広島工業大学専門学校)その他部門
7月21日 火 第2回理科教育研究会(中国本部事務局)18:00～20:30
建設部会7月度定例講演会【Web中継】(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)18:00～
19:30
「山噴火予知と火山防災について」棚田俊收(国立研究開発法人 防
7月22日 水 災科学技術研究所
観測・予測研究領域 地震・火山防災研究副ユニット長
総括主任研究員)
7月22日 水 第1回企画総務・事業合同委員会(中国本部事務局)18：00～20：00
7月24日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～16:00(寄高)
原子力・放射線部会7月講演会【Web中継】(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)18:00～
日本保健物理学会提言 「福島第一原子力発電所事故に関する放射
7月24日 金 20:00
線防護上の課題と提言」服部隆利(一般財団法人 電力中央研究所 原子力
技術研究所 放射線安全研究センター 副センター長)
化学金属部会例会・講演会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～17:00 「睡眠・
7月25日 土 睡眠環境と寝具」中村勤（日本睡眠科学研究所常任顧問、日本繊維技術士
センター理事）、「金属学の散歩道」川本明人（日新製鋼㈱）
山口県技術士懇話会【Skype中継】(中国本部事務局)13：10～16：30 「耐候
性鋼橋梁の維持管理」麻生稔彦(山口大学大学院理工学研究科(工学)シス
教授)、「時間防災学の視点による防府市と広島市の土
7月25日 土 テム設計工学系学域
石流の発生頻度の推定」鈴木素之(同 システム設計工学系学域 准教授)、
「コンピューターの進展と近未来の社会基盤メンテナンス」 中村秀明(同 環境
共生系学域 教授)
7月29日 水 第4回省エネ・温暖化研究会設立準備会(中国本部事務局)18:00～20:00
7月30日 木 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)18：30～20：30
8月1日 土 第2回役員会(広島市文化交流会館)10:30～12:30
8月1日 土 建設部会設立例会(広島市文化交流会館)13:00～13:40
平成27年度中国本部年次大会／50周年記念式典(広島市文化交流会館)
「インフラを取り巻く諸課題と展望～人口減少社会におけるわ
8月1日 土 14:00～19:00
が国の安全・安心について考える～」阪田憲次（岡山大学名誉教授、元土木
学会会長）
第3回岡山例会【 年次大会・講演会・交流会】(ピュアリティーまきび)13:20～
8月2日 日 19:30 「備中松山城と山田方谷」石井保(元高梁市教育長、高梁方谷会（山
田方谷研究・顕彰）副会長)
理科教育研究会「第1回安芸太田町科学アカデミー：夏休み科学工作」(川･
8月5日 水 森･文化･交流センター)13：00～16：00
※スタッフ8名
青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
「社会貢献活動につい
8月5日 水 て」俵司(ケイ・エム調査設計㈱)
8月7日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
第1回研鑽セミナー(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～17:00 「東日本大震災
8月8日 土 被災地の今（災害派遣体験談）」柴崎恭範（建設）、「社会基盤整備における
３次元設計」亀田雄二（建設）、「修習技術者業績発表」2名（山内太郎（建
設）他1名）
8月9日 日 青年技術士交流会「ものづくり教室：パスタで橋を作ろう!」(安佐北区日浦公
民館)13:30～16:00※スタッフ16名
8月9日 日 理科教育研究会「第2回安芸太田町科学アカデミー：空を飛ぶおもちゃ」13：
00～16：00 スーパー竹トンボ ※スタッフ9名
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機械部会8月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「金属切り
8月14日 金 くずの不思議」新井実（新井技術・教育研究所：元横浜国立大学 教育人間
科学部 教授）
8月度CPDミニ講座（第62回）(中国本部事務局)18：00～20：00 「管理型最
8月19日 水 終処分場における現状と課題」檜垣光次(ダイユウ技研土木㈱ 技術顧問)
※Web中継（東京36、北海道12、近畿11、四国3）
第1回防災講演会（広島市まちづくり市民交流プラザ）13:30～17:00 「豪雨
災害軽減のための降雨レーダー情報の活用」河原能久(広島大学 教授)、
教授)、「梅
8月21日 金 「広島土砂災害の教訓と今後の土砂災害対策」土田孝(広島大学
林学区自主防災会－自主防災マップの制作から避難訓練までの経過－」青
原啓詞(建設コンサルタンツ協会中国支部)、「雨の降り方と土砂災害の特徴
について」中井真司(防災委員会)
上下水道部会例会・講演会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～17:00 「人口減
少時代の上下水道」細井由彦(鳥取大学理事・副学長)、「広島市８．２０土砂
8月22日 土 災害について」小笹山秀夫(広島市下水道局 計画調整課 課長補佐)、「水み
らい広島の設立経緯と今後の展開」松延紀至(㈱水みらい広島 事業推進部
部長) ※Web中継（東京19、中部9、北陸2）
8月24日 月 全国事務局会議【Web中継】(中国本部事務局)16:00～17:00
「グリーン
8月27日 木 化学部会8月講演会【Web中継】（中国本部事務局）17:30～19:00
水素社会への展望」太田健一郎（横浜国立大学大学院 教授）
8月28日 金 全国大会(山口)第1回会議(常盤工業会館)14:00～17:00(乗安・安藤・山本・
「ア
8月28日 金 情報工学部会8月講演会【Web中継】（中国本部事務局）18:30～20:00
ジャイル開発とスクラム」平鍋健児（㈱チェンジビジョン 代表取締役社長）
8月29日 土 理科教育研究会「第3回安芸太田町科学アカデミー：パスタで作るトラス橋」
13：00～16：00 ※青年技術士交流委員会共催 ※スタッフ11名
9月4日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
9月5日 土 第2回機械部会幹事会(中国本部事務局)15：00～17:00
応用理学部会例会・講演会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～17:00） 「メタン
ハイドレートについて」兵動正幸(山口大学
教授)、「地中熱利用について」森
9月5日 土 山和馬(ミサワ環境技術㈱)、「地質調査で役立つiPad
活用術」伊達裕樹(㈱
ウエスコ)
第60回技術者倫理研究会【Web中継】(中国本部事務局)18：30～20：30 「民
9月7日 月 法の指導原理、労働法から技術倫理を考える」 菅原秀雄(菅原技術士事務
所、電気電子／衛生工学)
建設部会見学会(呉市：休山トンネル(Ⅱ期)工事現場～海上自衛隊呉地方
9月11日 金 総監部 新Fバース)13：20～16：30
機械部会9月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「未来の自
総合研究所）、
9月11日 金 動運転技術と日産自動車の取組」安藤敏之（日産自動車㈱
「機械システムの見方・考え方（こう見ると機械システムが分かり易くなる）」水
野光春（機械部会）
真庭
9月12日 土 第4回例会【現地見学会】(真庭市：バイオマス発電所ほか)9:00～17:30
バイオマス発電所・ハーブガーデンハービル・郷原漆器の館
9月度修習技術者研修会／先端複合技術研究発表会【Web中継】(中国本部
「技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）」中
9月12日 土 事務局)13:00～18:00
谷多哉子（文部科学省科学技術・学術審議会 技術士分科会 臨時委員）、
「グループ討議」、「先端複合技術研究発表会」16:40～18:00
～13日(日)青年技術士交流会中国大会(長門市湯本「西京」)【12日】13：00
9月12日 土 ～17：00萩市内テクニカルツアー（萩の偉人と文化遺産）、18：00～19：00ス
ポーツレクリエーション、19：00～21：00交流会（懇親会）、【13日】9：00～11：
00ワークショップ（構造力学：橋の模型製作）
青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30 「橋梁における耐震性
9月16日 水 能の照査および評価」吾郷鷹矢(ケイ・エム調査設計㈱)
環境部会例会・講演会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～17:00 「高レベル放
射性廃棄物の地層処分について｣安保秀範（原子力発電環境整備機構
9月19日 土 (NUMO) 技術部技術企画グループマネージャー）、｢技術士とファンドレイジ
ング｣新渕大輔（技術士：環境）、｢重金属を含む排水の微生物処理の技術と
事例｣小串泰之(三菱重工業㈱、技術士：生物工学)
9月25日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～16:00(寄高)
原子力・放射線部会9月講演会【Web中継】(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ 8階会議室)18:00
9月25日 金 ～20:00 「一般人のリスク認知と専門家のリスク評価の齟齬」中谷内一也(同
志社大学 心理学部 教授)
9月26日 土 中国本部・四国本部意見交換会（徳島市：阿波観光ホテル）11:00～12:30
地域産学官と技術士との合同セミナー（徳島市：阿波観光ホテル） テーマ：
9月26日 土 「地域活性化を目指した魅力創出への挑戦」※参加者：鳥取(1名)、岡山(3
名)、広島(8名)
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事業概要
情報工学部会9月講演会【Web中継】（中国本部事務局）18:30～20:00 「技
術士の基本知識としたい～政府情報システムの整備及び管理に関する標準
9月29日 火 ガイドライン」岩丸良明（東京工業大学
ソリューション研究機構 特任教授、技
術士(情報工学、総合技術監理））
9月30日 水 第1回省エネ・温暖化対策支援研究会(中国本部事務局)18:00～20:00
9月30日 水 第2回企画総務・事業合同委員会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)17：30～19：30
第42回技術士全国大会【富山】(富山国際会議場)第3回技術者倫理ワーク
10月1日 木 ショップ、第11回全国防災連絡会議、学術見学会、ウエルカムパーティー(グ
ランドプラザ)
第42回技術士全国大会【富山】(富山国際会議場) 第1分科会「防災」、第2
10月2日 金 分科会「日本海国土軸」、第3分科会「環日本海」、第4分科会「地域産業振
興」、大会式典、記念講演、交流パーティー(グランドプラザ) ※中国31名
青年技術士の集い、テクニカルツ
10月3日 土 ～4日(日)第42回技術士全国大会【富山】
アー
10月9日 金 全国大会(山口)第2回会議【Skype中継】(中国本部事務局)17:30～19:00
10月9日 金 機械部会10月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00
地域産学官と技術士との合同セミナー(とりぎん文化会館) 基調講演「とっと
り創生"住みたい田舎"から"にぎわう田舎"へ」石破茂(内閣府特命担当大臣
衆議院議員)、「とっとり創生の戦略について 」 小倉誠一(鳥取県元気づくり
10月10日 土 総本部長、技術士)、「お客様の心をつかむ現代流おもてなし発信術」柴野
寛子(皆生温泉「菊乃家」若女将)、「日本遺産/三徳山・三朝温泉の魅力」西
田寛司(三朝町教育委員会)、「若者の移住・定住について」新名阿津子(公
立鳥取環境大学 環境学部 准教授)、「鳥取市の”シティプロモーション”への
取組」川口弥文(鳥取市企画推進部)、「セミナー総括」熊田安亮
10月12日 月 技術士第一次試験(広島工業大学専門学校)8:00～17:00
10月13日 火 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)18：30～20：30
10月14日 水 技術士活性化委員会【Web中継】(中国本部事務局)15:00～17:00(宮下)
10月14日 水 第3回建設部会打合せ(中国本部事務局)18:00～20:00
10月16日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
10月16日 金 第2回活用促進委員会(中国本部事務局)16：00～18：00
農林水産部会例会･講演会(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:00～17:00） 「広島
県の山地土砂災害対策について～私の災害経験を踏まえて～」相良伊知郎
（広島県農林水産局
農林水産部 林業振興部長、技術士:森林）、「農を取り
10月17日 土 巻く環境問題」佐々木緑（広島修道大学人間環境学部
教授）、「開水路補
修・補強工法の概要」「プレキャスト底樋管について」佐藤康弘・松永啓嗣（大
和クレス㈱）
生物工学部会10月講演会【Web中継】中国本部事務局) 「医工連携が拓く
再生医療」齋藤充弘（大阪大学大学院 医学系研究科 未来細胞医療学講座
特任准教授、会員）、「医療研究機関での取り組み事例と必要とされる人材
像について−医療機器開発の観点から−」赤川英毅（国立循環器病研究セン
ター 研究開発基盤センター 知的資産部 事業化戦略室長, 技術士(機
10月17日 土 械)）、「医工連携の一例 - セルーション遠心分離器を用いた再生医療の現
状」戸高宏（サイトリ・セラピューティクス社学術部） 、「技術士の皆さん、力を
貸してください！」吉川典子（特定非営利活動法人医工連携推進機構 客員
研究員） 、「人材育成における技術士と大学教育の連携～繊維系三大学連
携事業の取り組み事例～」藤田聡（福井大学大学院工学研究科繊維先端工
学専攻 准教授、会員）
第5回岡山例会(岡山国際交流センター)13:30～17:00 「スマートフォンの便
10月17日 土 利な活用方法」ＮＴＴドコモ岡山支店、「スマートフォンの正体を暴く!」長原基
司（ＬＦコンサルタント）
国際交流フェスティバル「ぺあせろべ2015」(広島市中区中央公園芝生広
10月18日 日 場)10:00～16:00 ものづくり教室（竹笛・竹ぽっくり作り）、日本文化の紹介
（日本酒の紹介）
青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
「中国地域ニュービジ
10月21日 水 ネス協議会の紹介」梅原健（中国地域ニュービジネス協議会）
～24日(土) 第45回日韓技術士国際会議【韓国春川市】(10月22日)日韓技
10月22日 木 術士親善サッカー大会、日韓女性技術士交流会、(10月23日)本会議「テー
マ：持続可能なインフラの構築法」、(10月24日)研修視察
10月23日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～16:00(寄高)
第2回研鑽セミナー(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)13:30～17:00 「東日本大震災
10月24日 土 における電気設備の復旧について」保坂智行（日本製紙㈱）、ワークショップ
「（コミュニケーション能力開発）ファシリテーションについて」
亀田 雄二（建設）、「修習技術者業績発表」山本惟由氏（機械）
10月28日 水 第2回省エネ・温暖化対策支援研究会(中国本部事務局)18:00～20:00
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10月29日 木 上下水道部会7月度定例講演会【Web中継】(中国本部事務局)18:30～20:00
「下水処理場の危機管理」中里卓治（元東京都下水道局 施設管理部長）
10月30日 金 化学金属部会/機械部会/電気情報部会合同見学会（三菱電機㈱福山製作
所、世羅ワイナリー）8：15～17：00
10月31日 土 第3回役員会(中国本部事務局)13:00～16:00
11月4日 水 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)18：30～20：30
11月6日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
第6回岡山例会・農林水産/環境/上下水道部会合同見学会(就実大学森の
学校)10:00～15:00 「就実・森の学校について」石田省三〔学校法人就実学
園 本部企画監〕、「森林の変遷～里山の今昔～」千葉喬三〔学校法人就実
11月7日 土 学園 理事長（農学博士）〕、「里山のこれから（利用）」石井 哲〔岡山県農林水
産総合ｾﾝﾀｰ森林研究所 林業研究室特別研究員（林業研究室長）〕、13:20
～ 14:20「里山・古墳散策」徳田仁司〔操山山系古墳之旅人〕、平島省三〔元
岡山県自然保護ｾﾝﾀｰ所長〕
第61回技術者倫理研究会【Web中継】(中国本部事務局)18：30～20：30 「組
11月10日 火 織のガバナンスと技術者倫理」松井武久(技術経営研究センター所長、技術
士：機械)
11月11日 水 CPD実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)15：00～17：00 (岡本)
11月度CPDミニ講座（第63回）【Web中継】(中国本部事務局)18：00～20：00
11月11日 水 「激化する近年の異常気象」大藤明克（㈱気象工学研究所）、「異常気象に
伴う土砂災害」太田英将（㈲太田ジオリサーチ）
機械部会11月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「生産技
術の新分野適用の試み～農業分野および障害者就労支援分野の事例～」
11月13日 金 木村利明(（一財）機械振興協会 技術研究所 企画管理室長)、「車の衝突
安全の現状と課題～自動車から電車まで、誰でもわかる衝突安全～」竹内
年一(竹内技術士事務所）
水産部会11月講演会【Web中継】(中国本部事務局)13:30～17:40 基調講
演：「技術者と科学者の違い ～個人的な経験から～」 黒倉壽(東京大学大
学院農学生命科学研究科 教授)、｢モルディブ国における水産開発計画の
11月14日 土 策定」土居正典、越後学、「アマモ場再生活動による市民への環境学習と活
動の実際（仮題）」田角由香、｢黒瀬水産（株）における新入社員養殖研修」竹
下朗、「防災クイズで地域の人の防災意識を高める」丹羽真、「環境面から見
た霞ヶ浦漁業の現状と課題」岩崎順、「魚の残滓や未利用魚の可食化につ
いて」林英一
技術支援基礎講座「JIS,法文書など公文書の書き方」【Web中継】(中国本部
事務局)13：00～17：30 「JIS,法文書など公文書の書き方～複数人執筆の基
11月16日 月 準～」若鳥陸夫(元JISC情報部会規格調整臨時委員，技術士：電気電子部
門)
11月16日 月 第4回事務局会議(中国本部事務局)18:00～19:30
応用理学部会11月講演会【Web中継】(中国本部事務局)18:30～20:00 「地
11月17日 火 震防災システムのコンサルティング」下野五月（三菱スペース・ソフトウェア
㈱）、「地理空間情報の活用（社会インフラ管理、自治体情報の共有）」小出
和政（国際航業㈱）、「土砂災害調査に従事して」栃本泰浩（川崎地質㈱）
「初級手話講座」池田
11月18日 水 青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
昌弘（倉敷精機㈱）
建設部会11月度定例講演会【Web中継】(第3ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ8階会議室)18:00～
11月18日 水 19:30 「ストックマネジメント技術の現状と今後の動向」小澤一雅(東京大学
大学院 教授)
11月19日 木 第2回建設部会幹事会(中国本部事務局)17:30～19:30
11月20日 金 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)18：30～20：30
第21回西日本技術士研究・業績発表年次大会【北九州】テクニカルツアー
11月20日 金 (八幡製鉄所高炉工場～新日鉄住金エンジニアリング省エネビル見学)13:00
～17:00、17:30～19:30交流会(大谷會館) ※中国10名
11月21日 土 第21回西日本技術士研究・業績発表年次大会【北九州】(北九州イノベー
ションギャラリー)10:00～17:00テーマ「環境配慮とものづくり」 ※中国14名
11月27日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～17:00(寄高)
11月27日 金 全国大会(山口)第3回会議【Skype中継】(中国本部事務局)15:30～17:00
11月27日 金 第5回事務局会議(中国本部事務局)18:00～19:30
岡山県支部11月特別例会（現地見学会：総社・一宮バイパス及び岡山環状
11月28日 土 南道路）
11月28日 土 第2回上下水道部会幹事会(中国本部事務局)15：00～20:00
12月4日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
12月5日 土 第4回役員会(山口市)10:30～12:30
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事業概要
山口例会見学会(世界遺産となった近代日本の産業遺産研修)13:00～16:30
12月5日 土 松陰神社（松下村塾）⇒松陰先生誕生地⇒萩市城下町散策⇒大河ドラマ
館、18:00～20:00 懇親会(セントコア山口)
山口例会「第１回中国本部技術士研究・業績発表会」(セントコア山口)10:00
～11:00意見交換会、11:00～16:20 「次世代の樹園地整備」山本明男（農
業：山口県柳井農林事務所）、「省エネ・温暖化対策への取り組み」石丸祐司
（経営工学：㈲ハイサーブ）、「高性能高機能繊維の特徴と用途」高橋真一
12月6日 日 （繊維：帝人㈱）、「橋の補修設計への提言」貞升孝昭（建設：ゼネラルコンサ
ルタント㈱）、「モンゴルの水道事情視察報告」三島雅美（上下水道：㈱水み
らい広島）、「第4次産業革命＠PrimetalsTechnologiesJapan(社）」池本裕二
（機械：Primetals Technologies Japan㈱）、「豪雨災害の教訓から考える森林
の役割と保全」河内義文（応用理学：㈱ケイズラブ）、「水銀廃棄物の埋立処
分の課題」檜垣光次（衛生工学：ダイユウ技研土木㈱）
12月9日 水 第3回省エネ・温暖化対策支援研究会(中国本部事務局)18:00～20:00
機械部会12月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「吸収式
12月11日 金 冷凍機の蒸発器用伝熱管の開発事例について」高橋宏行(コベルコマテリア
ル銅管)、「ものづくり開発プロセス改革に役立つVE活用の勘所」沼澤朋子
(横河電機）
第7回岡山例会【産学官講演会～協働のまちづくり推進に向けて～】(倉敷芸
文館)13:30～19:00 「（仮）地域防災について」井上真(㈱ウエスコ)、「夏休み
自由研究支援による社会貢献活動」岡正臣(大和クレス㈱)、「倉敷市のまち
12月12日 土 づくりについて」河田育康(倉敷市副市長、技術士)、「(仮)協働のまちづくり推
進に向けた大学の取り組み」三村聡(岡山大学地域総合研究センター 副セ
ンター長、社会文化科学研究科 教授)
第2回青年・熟年技術士交流会／忘年会(ロイヤルタワー2階)13:00-17:30
12月12日 土 「海外指導体験と国民文化事情」寄高政史、「ワークショップ」、18:00～20:00
「カラオケ大会」ビリー・ザ・キッド流川店
技術者倫理集中講座(松江テルサ)9：00～17:00 「技術者倫理の基礎，講師
12月12日 土 心得，４階層モデル，個私公集・プロフェッションの概念，エンジニアリング・
デザインとの関連等」鈴川竜司(技術者教育研究会 代表)
技術者及び技術士を目指す女子学生・女性向け懇話会【Web中継】(中国本
12月12日 土 部事務局)13：30～16：00 「技術士資格に関する説明及び懇話会」
12月12日 土 第3回機械部会幹事会(中国本部事務局)16：00～17:30
12月13日 日 第2回びっくりワクワクサイエンスショー(呉高専) ※スタッフ10名
12月18日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～17:00(寄高)
技術者教育研究会(中国本部事務局)17:00～20:00 「良い仕事」佐藤国仁、
12月26日 土 「個私公集」鈴川竜司
1月6日 水 平成28年新春記念講演会・新年賀詞交歓会(学士会館)16:00～17:30
1月8日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
1月11日 月 青年技術士交流委員会(中国本部事務局)9：00～12：00
1月12日 火 第6回事務局会議(中国本部事務局)18:00～19:30
1月度CPDミニ講座（第64回）【Web中継】(中国本部事務局)18：00～20：00
1月13日 水 「原子力ロボットと東電福島原発事故」川妻伸二（日本原子力研究開発機構
福島研究開発部門 福島研究基盤創生センター 楢葉遠隔技術開発セン
ター モックアップ試験施設部 部長）
1月15日 金 全国大会(山口)第4回会議【Skype中継】(中国本部事務局)15:30～17:00
第8回岡山例会【現地見学会】（サンシャインエナジー相生）、現在進捗中の
1月16日 土 造成工事見学、講師：木口誠二(岡山県支部長)
第62回技術者倫理研究会【Web中継】(中国本部事務局)18：30～20：30 「放
1月19日 火 送大学講座『新しい時代の技術者倫理（第5回）』に関する意見交換会」橋本
義平(司会)
支援基礎研修(ISOマネジメントシステム規格の改訂について)【Web中継】
「ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム規格改訂のポイン
1月20日 水 13:00～16:45
ト」志澤達司(経営工学)、「ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム規格改
訂のポイント」上野一(応用理学)
1月20日 水 青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
1月22日 金 第3回活用促進委員会(中国本部事務局)10：00～12：00
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事業概要
平成２７年度海外技術協力実務講習会(海外との技術交流・技術協力をどの
ようにして創るか)【Web中継】 (中国本部事務局)13:00～17:00 「これまでの
キャリアを生かしてJICAの国際協力を目指す方へ～技術士として参入可能
なJICA事業及びポイントの紹介～」稲村次郎(国際協力機構 (JICA) 国際協
力人材部 次長)、「ASEANの経済環境と日系企業進出状況～メコン地域を中
心に～」蒲田亮平(日本貿易振興機構（JETRO）海外調査部アジア大洋州
1月22日 金 課)、「JICA業務経験技術士による実績紹介～如何にしてJICA業務を受注し
たか～」藤田和夫(㈱岩崎技術顧問 国際委員会委員)、「海外技術協力経
験技術士による実績紹介～海外業務受注のポイント～」松井武久(技術経営
研究センター 所長 海外活動支援委員会委員)、「海外業務情報入手から
受注までの流れ紹介～海外活動支援委員会からの情報提供～」熊澤壽人
(技術士事務所ケーエムソフト 所長 海外活動支援委員会 副委員長)
1月22日 金 第1回修習技術者支援委員会(中国本部事務局)18：30～20：00
第2回化学金属部会例会(中国本部事務局)14：00～16:00例会、16:30～
1月23日 土 18:30新年会
2月5日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
農業部会2月講演会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～17:30「温暖化に
よる温度上昇が野菜・果樹に及ぼす影響と対策」大橋透（(一社)日本施設園
業務部長）、「最近の農業技術開発の方向と展望」寺田博幹（農林水
2月6日 土 芸協会
産省農林水産技術会議事務局 研究企画課長）、「アグリビジネス企画の役
割と国際標準ＧＡＰ」今瀧博文（ｼﾝｼﾞｪﾝﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 社長付 ｽﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟ推
進）
第9回岡山例会【平成27年度技術士第一次試験合格者祝賀会】(奉還町りぶ
2月6日 土 ら)13：30～16:55 「技術士第二次試験の概要」窪田健一、「修習のあり方」工
藤季之、「合格体験談」2名、17:00～18:30交流会
2月8日 月 第7回事務局会議(中国本部事務局)18:00～19:30
2月度CPDミニ講座（第65回）【Web中継】(中国本部事務局)18：00～20：00
2月10日 水 「次世代の自動車とそれを取り巻く技術」景山一郎（日本大学生産工学部教
授、自動車工学リサーチ・センター長）
第１回CPD定期審査調整会議【Web中継】中国本部事務局)13:00～15:00
岡
2月12日 金 本
機械部会2月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「産学連携
特別研
2月12日 金 ～大学における転がり案内技術の最前線」酒井康徳（東京工業大学
究員）、「ナノ・マイクロに挑む！転がり案内技術の最前線」会田知幸（THK㈱
技術開発統括部）
2月13日 土 第5回役員会(広島市文化交流会館)10:30～12:30
技術士第一次試験合格者ガイダンス・歓迎会(広島市文化交流会館)13:00～
17:00 「修習技術者のための修習ガイドブック」中田圭吾、「合格者による修
習体験談とパネルディスカッション」コーディネーター：赤木真也、パネリスト：
2月13日 土 新渕大輔（環境）、加藤二郎（機械）、俵司（建設）、寺尾猛志（建設）、「技術
士に相応しい課題解決の方法論」鳥居直也(SUKIYAKI塾 管理人)、「日本技
術士会の紹介」小田宗孝 ※修習技術者50名（内非会員39名）
2月24日 水 第2回防災委員会(中国本部事務局)11：00～12：00
第2回防災講演会｢みんなで考える土砂災害～被災地の砂防計画～｣(合人
社ウェンディひと・まちプラザ)14:00～17:00 「中国地方整備局の土砂対策
河川部土砂防災対策
2月24日 水 の取り組みについて」川本洋次郎(中国地方整備局
分析官)、「ＩＮＳＥＭ工法について」橘木貞則(㈱インバックス ＬＵＣ事業部
主幹)、「強靭ワイヤーネットの設計と施工」望月章彦(東亜グラウト工業㈱ 設
計部部長)、「委員会活動報告」古川智、青原啓詞
「21世紀を生きるサム
2月26日 金 青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30
ライ”技術士”」坂東大輔（坂東技術士事務所、情報工学）
3月4日 金 技術者教育研究会(中国本部事務局)18:45～20:15
情報工学部会創立35周年記念講演会【Web中継】13:00～18:30 テーマ：
『超スマート社会における情報工学部門技術士の役割』、基調講演「WorkStyle
for Innovation」清水照雄（㈱シグマクシス 取締役副社長）、「超スマート
3月5日 土 社会を実現する次世代高度IT人材」旭寛治（一般社団法人
情報処理学会
フェロー）、「パネルディスカッション」小林満男（新潟国際情報大学 情報文
化学部 情報システム学科)
3月度CPDミニ講座（第66回）【Web中継】(中国本部事務局)18：00～20：00
3月9日 水 「ゴムの技術開発の歴史から学ぶ技術者のあり方」後藤幸平（後藤技術事務
所）
岡
3月10日 木 第2回CPD定期審査調整会議【Web中継】中国本部事務局)13:00～15:00
本

CPD 参加 WE Sky
時間 者数 B pe 担当
3.7

9 ○

活用
修習
化学
教育

3.2

13 ○

農業

31

岡山
事務
事業
事業

2.0

11 ○
△

1.5

14 ○

機械
役員

1.5

90

修習
防災

3.0

94

防災

1.0

17

青年
教育

3.8

13 ○

電気

2.0

7 ○
△

事業
事業

開催日

事業概要
機械部会3月講演会【Web中継】中国本部事務局)18:30～20:00 「Beyond
Design
Basis Accidentへの対応－東日本大震災からの教訓－」、「工学シ
3月11日 金 ミュレーションの品質保証」白鳥正樹（横浜国立大学名誉教授、日本機械学
会元会長）
3月15日 火 第4回建設部会打合せ(中国本部事務局)17:30～19:30
第63回技術者倫理研究会【Web中継】(中国本部事務局)18：30～20：30 「設
3月15日 火 計と保守の相互補完による安全と倫理」 掛川昌俊(グローバル環境エネル
ギー研究所所長、機械部門)
技術支援基礎講座（企業支援で考える事業継続・省エネルギーの取組み）
【Web中継】13:00～17:00 「東日本大震災の経験と危機管理(BCP・BCM)に
ついて」宮本卓次郎（横浜国立大学特任教授，元東北地方整備局副局長）、
3月16日 水 「省エネルギーに関する政策，平成28年度予算(省エネルギー相談地域プ
ラットフォーム)未定（経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課）、
「省エネルギー相談地域プラットフォームの実践事例」未定(省エネプラット
フォーム参画者)
青年技術士交流会(中国本部事務局)18：00～20：30 「論理的に考えよう～
3月16日 水 分かっちゃいるけどなぜかできない論理思考～」青木寛(新川センサテクノロ
ジ㈱)
上下水道部会講演会【Web中継】(中国本部事務局)13：30～15:00 「水 処
3月19日 土 理技術のTechno－diversityと膜ろ過技術」渡辺義公（中央大学研究開発機
構 教授）
第4回機械部会幹事会(中国本部事務局)15：30～17:30
3月19日 土
3月25日 金 海外活動支援実行委員会【Web中継】(中国本部事務局)14:00～17:00(寄高)
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