
1609-0202_ 公益社団法人自動車技術会関西支部 _2016 年度関西支部第 4回見学会 /技術者懇談会の御案内

 

 集合場所   

梅田スカイビルタワーイースト１Ｆロビ－８：５０に集合下さい。 

【注意】 

① バスは定刻９：０５に出発致しますので、遅れないようにご注意

下さい。 

② 自家用車による参加はご遠慮下さい。 

③ 貸切バスは[「日本交通㈱」です（“自動車技術会”の表示あり）。 

④ 当日の欠席や、集合時刻に遅れる場合は０９０－３１６３－３３５４

に連絡下さい。 

⑤ 安全のため、歩きやすい靴を着用して下さい。  

 定  員   ４０名 

       （先着順に受付け、定員になり次第締め切ります） 

 参 加 費   一般会員：３，０００円、学生会員：１，０００円、会員外：５，０００円 

 申込締切   ２０１６年１０月２８日（金） 

 申込み要領   

 （１）個人扱い会員の方は、以下の“申込み用紙”に必要事項を明記し、できるだけ早く事務局宛 E-mail、FAX

又は郵送して下さい。 

    郵送される場合は、事前にお電話にて連絡して頂ければ仮申し込みが可能です。なお、E-mail にて申し

込みいただく場合は、申込用紙に記載されている必要事項をご連絡ください。書式は問いません。 

 （２）グループ扱い会員の方は、グループ事務局に一括送付してあります“参加申込者名簿”に必要事項を明記

して参加費を添え、できるだけ早くご担当の方に処理を依頼して下さい。 

 （３）先着順で定員になり次第締め切ります。   

○定員超過等でご参加頂けない場合は、申込み受付時点で連絡致します。参加の可否に関わらず、申し込み受信の

確認の連絡を差し上げます。 

 参加費の払込   

 （１）お送りしております“払込取扱票”に参加者氏名と通信欄下端に「第４回見学会」とご記入のうえ、郵便

局にて１０月２８日（金）までに払込み手続きを行って下さい。 

 （２）個人扱い会員の方で領収証を必要とされる方は、郵便局で返却される半券の受領証を領収証としてご利用

下さい。 

 （３）複数の方の参加費を一枚の“払込取扱票”により、一括で払い込んで頂いて結構です。この場合は必ず通

信欄に参加者のお名前を列記して下さい。 
 
○一旦払い込まれた参加費は、参加をお断りした場合以外は返金を致しませんので、ご了承をお願い致します。 

 連 絡 先  〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町 4丁目 8-30 ダイハツ販売研修センター内 

       (公社)自動車技術会関西支部事務局  吉本和幸・田中浩文 

       ＴＥＬ：06-6429-9228  事務局携帯：090-3163-3354  ＦＡＸ：06-6429-9238 

       Ｅメール：jsaekansai@r4.dion.ne.jp 

 参加条件など  同業の方のご参加はご遠慮いただく場合がございます。また、撮影・録音、ホームページや 

ブログへの公開、講演中のキーボード操作は、ご遠慮下さい。 

 参加申込用紙 （E-mail の場合、下記の必要事項を記載して下さい。フォーマットは、自由です。） 

行事名：  ２０１６年度  第４回 見学会 2016 年 11 月 4 日実施 

申込者 

（ふりがな） 

会員番号 

（ 正会員 ・ 学生会員 ・ 会員外 ） 
氏名 

所属（ 会社名  ・学校名 ） 
※OB の方は前職を記載して下さい 

部署（学校の場合は学部） 職位（役職） 

連絡先 

電話番号： FAX 番号：   

緊急連絡先：  （できれば当日ご本人とご連絡がとれる連絡先をご記入ください）

E-mail：    

その他  

      

第４回見学会

（裏面に続く） 

スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 日  時   ２０１６年１１月１７日（木）９時４５分 ～ １１月１８日（金）１７時００分 

 場  所   兵庫県尼崎市塚口本町 4丁目 8-30 ダイハツ販売研修センター 

 募  集   中堅技術者（３０～４０歳前後）２８名  

内  容 

●講 話 

 講 師：関西学院大学 理工学部   

   先進エネルギーナノ工学科   

                         教授 田中 裕久 氏 

  

講演テーマ：「アポリア「モノは人を幸せにする？」 

 ～旅するアルケニストの目指すもの～

藤」 

  

●グループ懇談・討議 

討議テーマ：「技術者の悩みと解決策」 

 

 

 

講演のポイント 

アポリア(aporia)とは答えのない難問、アルケニスト

は似非（えせ）化学者のことです。 

田中先生はダイハツ工業(株)のご出身で燃料電池車や

触媒の先行開発に携わってこられました。またインド

なども放浪されたこともあり、豊富なご経験から皆様

の視野が広がりそうなご講演になると思います。 

 

グループ討議のポイント 

近い年代で同じような境遇で働く者同士が、今抱えて

いる悩みや問題、やりたいこと等について話し合い、

解決していく方向性を共有化することで刺激し合い、

人的交流を図ります。 

 

＜１日目＞ 

9：45 ～ 10：15  集合、受付・登録 

10：15 ～ 10：25  オリエンテーション 

10：25 ～ 12：00  講演・質疑応答 

12：00 ～ 12：45  昼食 

12：45 ～ 14：45  ワールドカフェスタイル※によるグループ懇談（課題の決定） 

14：45 ～ 15：00  休憩 

15：00 ～ 17：30  見学会（ダイハツ記念館、コペンファクトリー） 

17：30 ～   休憩・夕食（懇談会） 
 
 
＜２日目＞ 

7：00 ～  9：00  朝食、自由時間 

9：00 ～ 12：00  グループ討議（解決策） 

12：00 ～ 13：00  昼食、集合写真撮影 

13：00 ～ 15：15  グループ討議（発表準備） 

15：15 ～ 15：30  休憩 

15：30 ～ 16：30  グループ発表 

16：30 ～ 17：00  閉会、アンケート記入、解散 

 

  

2016 年度 関西支部 技術者懇談会のご案内 

昨年度もご好評をいただいた技術者懇談会を今年度も開催します。自動車関連企業の同業他社の技術者

達が日頃職場で抱えている問題や悩みについて、当懇談会を通じて参加者同士で共有化し、解決してきた

経験などを忌憚なく話し合い、刺激し合い、今後の業務に活かしていただきます。各社の研修行事では実

現できない所属会社・経歴を超えた貴重な相互研磨の場をご提供します。 

※“カフェ”にいるようなリラックスした雰囲気のなか、参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対話を行い、

ときどき他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら話し合いを発展させていく交流の手法。 

 ・JR 大阪駅中央北口
 ・地下鉄御堂筋線

５番出口
 ・阪急梅田駅より

新阪急ホテル 西へ
※いずれも地下歩道を利用

三
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1609-0202_ 公益社団法人自動車技術会関西支部 _2016 年度関西支部第 4回見学会 /技術者懇談会の御案内

 

 集合場所   

ダイハツ販売研修センター １F ロビー 

【アクセス】 

ＪＲ宝塚線 猪名寺（いなでら）駅 徒歩１０分 

阪急伊丹線 稲野（いなの）駅 徒歩１０分 

  

【注意】 

当日の欠席や、集合時刻に遅れる場合は 

  ０９０－３１６３－３３５４（事務局 吉本） 

  に必ず連絡下さい。 

 

定  員  ２８名（先着順に受付け、定員になり次第締め切ります。） 

 参 加 費  正会員：１０，０００円、会員外：１３，０００円 

      （宿泊費、懇親会費、朝食（２日目）/昼食費含む） 

 申込締切  ２０１６年１０月２４日（月） 

 申込み要領   

 （１）個人扱い会員の方は、以下の“申込み用紙”に必要事項を明記し、できるだけ早く事務局宛 E-mail、

FAX 又は郵送して下さい。 

    郵送される場合は、事前にお電話にて連絡して頂ければ仮申し込みが可能です。なお、E-mail にて申

し込みいただく場合は、申込用紙に記載されている必要事項をご連絡ください。書式は問いません。 

 （２）グループ扱い会員の方は、グループ事務局に一括送付してあります“参加申込者名簿”に必要事項を

明記して参加費を添え、できるだけ早くご担当の方に処理を依頼して下さい。 

 （３）先着順で定員になり次第締め切ります。  
 

○参加の可否に関わらず、申し込み受信の確認の連絡を差し上げます。 

 参加費を払い込み済みであることを確認のうえ、当日集合場所にお越し下さい。 

 参加費の払込   

 （１）お送りしております“払込取扱票”に参加者氏名と通信欄下端に「技術者懇談会」とご記入のうえ、

郵便局にて１０月２４日（月）までに払込み手続きを行って下さい。 

 （２）個人扱い会員の方で領収証を必要とされる方は、郵便局で返却される半券の受領証を領収証としてご

利用下さい。 

 （３）複数の方の参加費を一枚の“払込取扱票”により、一括で払い込んで頂いて結構です。この場合は必

ず通信欄に参加者のお名前を列記して下さい。 
 

○一旦払い込まれた参加費は、参加をお断りした場合以外は返金を致しませんので、あらかじめご了承を

お願い致します。 

 連 絡 先  〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町 4丁目 8-30 ダイハツ販売研修センター内 

       (公社)自動車技術会関西支部事務局  吉本和幸、田中浩文 

       ＴＥＬ：06-6429-9228 事務局携帯：090-3163-3354  ＦＡＸ：06-6429-9238 

       Ｅメール：jsaekansai@r4.dion.ne.jp 

 参加申込用紙 （E-mail の場合、下記の必要事項を記載して下さい。フォーマットは、自由です。） 
 
行事名：２０１６年度 技術者懇談会 2016 年 11 月 17 日実施

申込者 

（ふりがな） 

会員番号
（ 正会員 ・ 会員外 ） 

氏名 

所属（ 会社名 ） 部署、役職 年令・性別（○印記入） 

  才， 男性／女性 

連絡先 

電話番号：  FAX 番号：  

緊急連絡先 

 

 （当日ご本人とご連絡がとれる連絡先をご記入ください） 

E-mail：    

その他 
 

  

つかしん

ダイハツ販売研修センター

尼崎稲園

高校

稲野公園

大手前

短期大学

JR猪名寺

阪急稲野

エディオン

技術者懇談会

（裏面に続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 日  時   ２０１６年１１月４日（金）９時００分 ～ １７時００分 

 内  容   

●午前の部 

 (１)場所 株式会社栗本鐵工所 住吉工場 

   〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2丁目 8番 45号 

 (２)内容 

①会社紹介 

②講演１：ハイブリッドサーボプレス概要 

   塑性加工機技術部 能宗 伊代 氏 

講演２：クリモトコンポジットセンター概要 

   執行役員 コンポジットプロジェクト室長  

福井 武久 氏  

 

③工場見学：プレス機製造ライン（加工、組立）、 

ハイブリッドサーボプレステスト

設備、コンポジット関連展示場 

 

講演のポイント 

高精度・高生産性かつ、難加工材の成形も可能

なハイブリッドサーボプレスおよび CFRP（炭素

繊維強化樹脂）製品開発の取組みについてご講

演いただきます。 

 

見学のポイント 

普段なかなか見ることのできないプレス機の製

造ラインや、ハイブリッドサーボプレスのデモ

ンストレーション、さらに CFRP 開発品を見学い

ただきます。 

 
 
●午後の部 

 (１)場所 サムテック株式会社 羽曳野第四工場 

〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷 1452 番 7 

 (２)内容 

①会社紹介 

②講演：鍛造の最新技術、最近の取組み、など 

 

講師：代表取締役社長 阪口 善樹 氏 

     

         

③工場見学 ：冷間/熱間鍛造、 

フローフォーミング、 

       高圧ガス容器製造ライン、など      

 

 

講演のポイント 

サムテック様の精密冷熱間鍛造/フローフォーミ

ングの最新技術や、高圧ガス容器製造技術など

最近の取組みについてご講演いただきます。 

 

見学のポイント 

自動車用トランスミッション部品や足回り部品

などの鍛造製品の製造ラインや、水素ステー

ションなどに用いられている高圧ガス容器の製

造ラインを見学いただきます。 

 

 スケジュール   

9：00   梅田スカイビル タワーイースト 1F ロビ－集合 

9：05 ～ 9：45  (株)栗本鐵工所様へ移動（貸切バス） 

9：45 ～ 12：00  (株)栗本鐵工所様にて講演、工場見学 

12：00 ～ 12：40  昼食 

12：40 ～ 13：25  サムテック(株)様へ移動（貸切バス） 

13：25 ～ 16：20  サムテック(株)様にて講演、工場見学 

17：00    JR 大阪駅周辺にて解散 

2016 年度関西支部第 4 回見学会のご案内 

公共インフラ事業（水パイプライン製品、他）やプレス機等の産業設備メーカーの㈱栗本鐵工所様、およ

び自動車用鍛造品や水素ステーション用高圧ガス容器のメーカーであるサムテック㈱様を訪問します。 

・㈱栗本鐵工所様ではプレス機製造ライン見学、ハイブリッドサーボプレス、CFRP に関するご講演。 

・サムテック㈱様では鍛造・フローフォーミング・高圧ガス容器製造ライン見学、 

鍛造技術や高圧ガス容器製造技術のご講演。 

めったにないチャンスですので、この機会をお見逃しなく！     

三
校




