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１． １１月度地方定例会（見学会）について 

 
下記の要項で１１月度地方定例会（見学会）を開催いたします。今年度の地方定例会は、「宿泊

研修会」として、２日間の見学会開催を企画いたしました。 
１日だけの参加や一部参加も承っています。出欠のご連絡は、添付ファイル「１１月度地方定例

会出欠確認票」にご記入の上、１０月２０日（金）までに事務局までご返信ください（期日厳守）。 

１１月度地方定例会（見学会）は羽山定治氏（羽山技術士事務所）のご尽力で企画されました。

多くの皆様のご参加を期待いたします。 
 

≪講演・見学≫（詳細は３～４ページをご覧ください） 
１１月 ９日（木）午後 金沢工業大学      講演と見学 

 １１月１０日（金）午前 株式会社松浦機械製作所 講演と見学 
          午後 高松機械工業株式会社  講演と見学 
  
≪集合場所と集合時間、解散場所≫ 
１１月 ９日 

集合場所 JR 金沢駅西口 (金沢港口) セブンイレブン前 （５ページ参照） 
集合時刻 １２時１０分《厳守願います》  

 １１月１０日 
 １１月１０日からご参加の方は、ホテル金沢兼六荘にお集まりください。 

集合場所 ホテル金沢兼六荘 1 階 ロビー（７ページ参照） 
集合時刻  ７時３０分《厳守願います》 
解散場所 JR 金沢駅西口(金沢港口)  

 
※９日、１０日は貸切バス（バス代は専門委員会負担）で移動します。 

両日とも、集合時間には遅れないようにご注意ください。 
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≪参加費用≫ 
 ８，２６０円（消費税込）≪本専門委員会が請求書を発行します≫ 
 

  内訳 
     
  
 
※参加者募集締め切り後「定例会参加費」８，２６０円の請求書を発送いたします（10 月 下旬）。 
請求書が届いたらば速やかに指定口座までお振込み願います。  

※一部参加をご希望された方は、参加費が変わることがありますので、「定例会参加費」を 
個々にご連絡いたします。 

 
◆宿泊費：５，６４０円［翌朝食付］（消費税込）≪各自清算ください≫  
 
※ホテル金沢兼六荘のシングルルームを特別料金で確保しています。 
宿泊をご希望の方は添付ファイル「１１月度地方定例会出欠確認票」の『宿泊希望』の欄に 
○印をつけて ご回答ください。事務局からホテルへ連絡いたします。  
但し、部屋は禁煙室、喫煙室の選択ができないのでご了承ください。  

 
※宿泊費は、10 日の集合時刻までに、各自ホテルのフロントでお支払いいただき、ホテル発行の 
領収書をお受け取りください。 
速やかにご清算くださいますようお願いいたします。 

 
※部屋の固定電話からの外線使用、部屋の冷蔵庫の飲み物の飲用などは宿泊費に追加料金が 
発生いたします。    

 
≪募集人員≫ 
  ３０名（一応の目処とします） 
 
≪注意事項≫ 
１． 出席の連絡は、添付ファイル「１１月度地方定例会出欠確認票」にもれのないようにご記入 

いただき、1 名につき 1 枚ご提出ください。  
２． 法人委員様は 1 社につき 2 名様までとさせていただきます。予めご了承ください。  
３．同業企業の見学については、今回の見学先のご高配により、本専門委員会の総ての法人委員の 

見学会（講演含む）参加をご許可いただいております。  
４．自家用車による参加も可能です。駐車スペースを確保していただきますので、駐車場をご希望 

される方は出欠連絡票にご記入ください。   
５．お申込後のキャンセルは速やかに事務局までご連絡ください。直前のキャンセルは、 

ホテル規定のキャンセル料が発生いたしますので、ご注意ください。   
６．見学会前日、９日、１０日の緊急連絡先：  090－3082－6639（事務局 大橋 携帯電話） 
                       090－7428－0127（発起人 羽山 携帯電話） 
 
≪宿泊・懇親会場所≫ 

ホテル金沢兼六荘  
〒920-0918 石川県金沢市尾山町 6-40 
TEL：076-232-1239   URL：http://www.kenrokusou.com/# 

９日懇親会費（夕食） 6,860 円 

１０日昼 食 代（弁当・お茶） 1,400 円 

http://www.kenrokusou.com/
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 ≪スケジュール≫ 
11 月 9 日（木） 

  12:10  JR 金沢駅西口 (金沢港口) セブンイレブン前 集合 
  12:30  出発 

13:10～    金沢工業大学 概要説明 

13:25～       同大学夢考房等の見学 

14:00～14:30 同大学やつかほリサーチキャンパスへ貸切バスで移動 

14:35～15:35 講演（質疑応答時間を含む） 

15:35～16:15 やつかほリサーチキャンパスの研究所の見学  

16:15～17:00 ご講演者 同大学森本先生の研究室の見学  

17:30     ホテル金沢兼六荘 着 （18:30～20:30 懇親会 予定） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 11 月 10 日（金）午前 
   7:30  ホテル金沢兼六荘 出発 
   9:10～ 9:25  株式会社松浦機械製作所 概要説明 
   9:30～10:30 講演（質疑応答時間を含む） 
  10:35～12:00 見学 
  12:00 すぎ～ 高松機械工業株式会社へ移動 
             (移動の間 車中にて昼食) 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 11 月 10 日（金）午後 
  13:30～13:35 高松機械工業株式会社 社長ご挨拶 

13:35～13:50 同社 概要説明 
  13:50～14:50 講演（質疑応答時間を含む） 
  14:50～15:00 休憩 

15:00～16:30 見学（本社工場、第 2 工場、第 3 工場、工場間は貸切バスで移動） 
  16:30～16:45 本社工場にて質疑応答、ディスカッション 
  16:50～  JR 金沢駅西口へ移動  
 

≪講演と見学について≫ 
 
 

 

◆講演 
【講  師】森本 喜隆 氏（金沢工業大学 工学部機械系機械工学科 教授） 
【タイトル】新しい構造の工作機械の開発 

-アクティブ振動制御，高速動作，姿勢制御への取組み- 
【講演概要】金沢工業大学，森本・林研究室では，これまでに類を見ないパイプ構造工作機械の 

開発，CFRP 製テーブルとリニアモータ駆動方式を採り入れた 10G を超える加速 
減速を可能とする非円形加工機，スウェーデンを発祥とするパラレルキネマティ 
クス工作機械の開発と，研究室の枠を超えて工作機械を実際に開発してきました． 
ここでは，実機の見学と現在までの研究成果について報告します．  

◆見学 
 【見学概要】[自ら考え行動する技術者の育成]を大学の教育目標に掲げ，エンジニアリング 

デザインやデザインシンキングの手法を発展させた PBL 教育を軸にアクティブ 
ラーニングをいち早く実践してきた本学の教育環境の見学と，当研究室で取り 
組んできたユニークな工作機械を，研究成果と併せて見学していただきます． 

金沢工業大学 
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◆ 講演 

【講  師】松原 英人 氏（技術本部 開発研究 ゼネラルマネージャー） 

【タイトル】マシニングセンタの紹介と最新機種の技術の動向 

【講演概要】高速・高精度・５軸加工等のマシニングセンタと金属光造形複合加工機等の機種の 

技術動向を紹介。 

 ◆ 見学 

 【見学概要】加工・組立工場を見学し、現在の製造工程を紹介。 
 
 
 
 
 

 

◆ 講演 

【講  師】沢山 一也 氏（営業本部 業務部 部長）  

金子 義幸 氏（生産本部 技術部 開発課 研究グループ 課長） 

【タイトル】自動車部品加工における省スペース生産システムと高能率加工技術の紹介 

【講演概要】自動車部品の量産現場において、高精度・高生産効率・省エネルギー化への 

要求が進んでいる。当社ではこれまでにその要求に応えられるような、小形化 

する加工部品の大きさに見合った省スペースな CNC スリム旋盤を開発している。 

本講演ではその旋盤に関する技術、省エネルギー効果、その技術を応用した 

新しい生産システム、さまざまな旋削加工の高能率化を実現する技術について 

紹介する。 

 ◆ 見学 

 【見学概要】CNC 精密旋盤の加工、組立現場（組立現場では摺動面の性能を左右するキサゲ 

作業現場もご覧いただきます。）、および工作物を高精度に把握するコレット 

チャックの生産現場、当社の工作機械による自動車部品の加工システムライン 

をご覧いただきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 

株式会社松浦機械製作所 
 

高松機械工業株式会社 
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集合時刻・場所 
９日(木) 12：10 JR 金沢駅西口(金沢港口) 

セブンイレブン前 

    
 

 

・東口ではありません。 

・12:30 にバス発車。時間厳守願います。 
 

 

新幹線改札口   

セブンイレブン 

金

沢 

駅 

 

西

口 

出入口の横にあります。 
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金沢工業大学   扇が丘キャンパス 

      やつかほリサーチキャンパス 

 

扇が丘キャンパス 
 

〒921-8501 石川県野々市市 

扇が丘 7-1 

TEL：076-248-1100 

URL:http://www.kanazawa-

it.ac.jp/about_kit/ogiga

oka.html 

 

●自動車／ 

JR 金沢駅前からで通常 20 分 

福井方面から高速道路利用の 

場合 

金沢西インターチェンジより  

国道 8 号線の松島北交差点を 

金沢市内方面へ入り、野町広 

小路交差点、有松交差点、窪 

7 丁目交差点を経由してくだ 

さい。 

 

 

やつかほリサーチ

キャンパス 
 

〒924-0838 石川県白山市 

八束穂 3 丁目 1 番地 

（石川ソフトリサーチパーク内）  
 

TEL：076-274-7733 

URL:http://www.kanazawa-

it.ac.jp/about_kit/yatsu

kaho.html 

 

●自動車／JR 金沢駅前より 

通常 30～45 分 

美川インターチェンジより、 

国道 8 号線の水澄町北交差点を

直進してください。 

 

http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/yatsukaho.html
http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/yatsukaho.html
http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/yatsukaho.html
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ホ テ ル 金 沢 兼 六 荘 

 

 〒920-0918 石川県金沢市尾山町 6-40 

TEL：076-232-1239 

 URL：http://www.kenrokusou.com/# 

 

  
１０日（金）からご参加の方で、 

貸切バスに乗車をご希望された 

方は、 

 

１０日 午前７:３０までに、 

「ホテル金沢兼六荘」１階ロビーに 

お越しください。 

 

 

（左：ホテル金沢兼六荘１階ロビー） 
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株式会社松浦機械製作所 

 
〒910-8530 福井県福井市漆原町 1-1  
TEL：(0776)56-8100（代） 
URL：http://www.matsuura.co.jp/japan/ 
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２．運営委員会議事録 
［日 時］２０１７年９月１５日（金）１１時００分〜１２時４０分 

［場 所］東京理科大学（神楽坂）森戸記念館 ２階 第３会議室 

［出席者］（敬称略）：白石昌武（茨城大）、佐藤隆太（神戸大）、大岩孝彰（静岡大）、深田茂生 
（信州大）、宮武正明（東京理科大）、古谷克司（豊田工大）、佐藤海二 
（豊橋技科大）、羽山定治（羽山技術士事務所）、磯部 浩（ＮＴＮ）、 
佐藤光一（キーサイト・テクノロジー）、若園賀生（ジェイテクト）、 
山極 高（ミツトヨ）、大橋康二（ケーエスエス）。 
事務局：鳥井恵美子                   以上 １４名 

［議 題］ 

１．１１月度 地方定例会について 
別紙資料１に基づき事務局鳥井氏より説明がなされた。11 月 9 日（木）は金沢工業大学、 

10 日（金）は株式会社松浦機械製作所および高松機械工業株式会社にてそれぞれ講演と見学を 
予定であることの説明がなされた。今回は見学先のご厚意により同業者についての制限は 
行わないが１社につき最大２名とさせてほしいとのことである。集合場所は 11 月 9 日 12 時 
10 分 JR 金沢駅西口集合であるが、メールでの地方定例会案内配信時（10 月上旬を予定）に 
具体的に場所の指定をすることとした。資料１の３ページ 19 行目「11 月 22 日」を「11 月 
10 日」に修正し、以上を承認した。 

高松機械工業株式会社 

 

〒924-8558 石川県白山市旭丘 1 丁目 8 番地   
TEL：(076)274-0123 
URL：http://www.takamaz.co.jp/ 

 
●自動車等／JR 北陸本線「松任駅」 

より車で約 5 分、北陸自動車道 
「白山インター」より車で約 3 分  
 
●バス／高速バス小松空港→金沢駅 

行き「北陸松任」下車徒歩 10 分 

 
本社工場の他、 
第 2 工場、第 3 工場も見学 
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２．１月度定例会について 
資料２に基づき佐藤隆太委員より説明がなされた。主テーマ案は「日本の技術と現状と 

課題」とし、３名の予定講師の紹介と講演題目および概要の紹介がなされ、以上を承認した。 
 
３．２０１７年度会計経過報告 

  資料３に基づき事務局鳥井氏より今年度８月末までの会計経過の説明がなされ、今年度  
末の繰越額は昨年度とほぼ同等であることなどが報告された。11 月定例会の収入および    
アンケート小委員会の会議費等の支出を予定に入れることなどを含め承認した。 

 
４．その他 

4.1   2020 年度の国際会議 ICPT の日本開催時の会場について、深田委員が長野県での 
開催および企業見学先などについて検討することとした。 

 
4.2 定例会のテーマ案について 

 今後の定例会で取り扱うトピックスについて意見交換がなされ，自動車関係の自動 
運転等に応用されているセンサーフュージョン技術，および航空宇宙機器やステッパ 
等の位置決め装置の制振・除振技術などの話題が提案された． 

 以 上 

      

３．これからの定例会の予定 
 

○ 2018 年 1 月度 ≪計画担当：佐藤隆太氏≫ 

    日  程：1月 19 日（金） 

    場  所：東京理科大学（神楽坂）森戸記念館 

内 容：13:00～13:55 センサ小委員会［講師：株式会社 ミツトヨより］   
14:00～17:00 講演会 ≪主テーマ≫「日本の技術力の現状と課題」 

 
14:00～14:50  講演（1）涌井 伸二 氏（東京農工大学）  

「学生の失敗事例から学ぶ教育・研究への反省事項」  
14:50～15:40   講演（2）藤内  洋 氏（三菱電機㈱） 

「技術職における OJT と失敗の活用」 
15:40～16:00   コーヒーブレイク 
16:00～17:00   講演（3）大塚 二郎 氏（静岡理工科大学） 

「ボールねじを用いたナノ位置決め装置の開発物語」 
 

講演会終了後  懇親会（無料）  
 

【春季・秋季大会】  
    ・2018 年 3 月 精密工学会春季大会 OS 参加 ［於 中央大学 後楽園キャンパス］ 
    日 程：3 月 15 日（木）～17 日（土）  

・2018 年 9 月 精密工学会秋季大会 OS 参加 ［於 函館アリーナ］ 
日 程：9 月 5 日 (水) ～ 7 日(金) 


