
事務局だより
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う今後の中部支部事業について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため行事の中止が続いておりますが、中部支部では、この状況下でも
会員の皆さまに提供できるサービスを各種計画しております。
第1弾として、9月にオンラインでの技術講演会を実施し、多くの会員の皆さまにご参加いただきました。
今後、このような企画を進めて参りますので、皆さまのご参加をお待ちしております。
詳しくは中部支部ホームページをご覧ください。

 　 車の挙動体験会（中止決定。延期検討） 10月 30日（金） キョウセイ交通大学
 ★ 第 5回技術講習会 12月中旬～ オンラインでの実施
 　 第 11回見学会（中止決定） 11月 27日（金） （株）豊田自動織機　長草工場
 ★ 第 12回見学会 12月 11日（金） （株）日特スパークテック東濃
 　 《2021年 1月以降の計画》
 　 第 13回見学会    1 月 15日（金） 産業技術総合研究所　中部センター
 　 第 14回見学会    2 月 26日（金） （株）SUBARU　半田工場
 　 第 2回技術交流会    1 月 15日（金） 刈谷市産業振興センター
 　 第 6回技術講習会    2 月　3日（水） 刈谷市産業振興センター
 　 女性技術者懇談会    2 月 12日（金） KKRホテル名古屋

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、行事を中止または内容を変更する場合がある旨、あらかじめご了承ください。

今後の行事予定（★印は本号に掲載）

支部報「宙舞」87号（特集:『未来へつなぐ』）を2020年9月26日に発行いたしました
今回は「未来へつなぐ」を特集テーマとし、未来へつなぐ技術や人々にスポットをあて、その考え方や取組みを紹介
しております。

（1）読者アンケートご協力のお願い
支部報「宙舞」をより良くするため、Webによる「読者アンケート」を実施します。
読んでいただいた後にぜひご回答をお願いします。ＱＲコードにてスマートフォンからも回答できます。
（Webアンケートの入口は中部支部HPのトップに掲載します）

（2）支部報「宙舞－会員の広場」への投稿を募集しています（支部報編集委員より）
応募資格：自動車技術会中部支部会員（正会員・学生会員）の方
内　　容：趣味、特技など読みやすい内容のものを1ページ
詳細は中部支部HP → 出版 → 支部報「宙舞」への投稿要領  をご覧ください。

支部報「宙舞」87号発行のご案内 2020年9月26日（土）発行
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第5回技術講習会のご案内（Web開催） 2020年12月中旬～1ヶ月間配信

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止が続いていた技術講習会ですが、今回は中部支部として初めてWebにて開催

いたします。

無料で1か月間の配信を行いますので、ぜひ聴講をお願いいたします。

1．テ ー マ：『いまはじまった完全自動運転－その技術と今後－』

 地域交通から完全自動運転の実用化が始まっている。講習会では、自動運転の実証実験・法令改正

 などの解説から、ソフト開発、車両開発の最新技術までをご紹介いただく。

2．日 時：2020年 12月中旬～1ヶ月間

3．聴 講 手 段：Webでの聴講となります。

 申し込み頂いた方に支部からURLをお送り致しますので、専用サイトで視聴頂けます。

4．募 集 人 員：人数制限無し、但し、中部支部会員に限ります。

5．申 込 締 切：2020年 11月 30日（月）

6．申 込 方 法：「支部行事の申込方法」をご参照下さい。

7．参 加 費：無料

８．講 演 内 容

※1．講習に対するアンケートおよび質問事項について

　　　受講URLをご案内するメールにて、「アンケート、質問事項用URL」もご連絡しますので、

　　　必要事項を記載の上、送信してください。

　　　頂いたご質問については、WEB配信終了後、各講師より回答をいただき、中部支部ホームページに

　　　まとめて掲載いたします。

※2．その他詳細は中部支部ホームページでご確認下さい。

時間 演題と講演要旨 講師

10分 冒頭挨拶 担当理事　塩田　章人

　　演題１

1時間

自動運転の実現に向けた国土交通省の取り組み
高齢化・人口減少が進むなか、交通事故の防止、安全かつ円滑な移動手段
の確保が大きな課題となっています。これに対し、全国各地で自動運転車
両の実証実験が行われるとともに、政府全体としても法令改正等を実施す
るなど、国全体として自動運転の実現に向けた取組が進められています。
講演では、実証実験の実例を交えながら、自動運転の実現に向けた国土交
通省の取り組みをご紹介します。

国土交通省中部運輸局
自動車技術安全部
部長
　林　健一　氏

演題２

1時間

自動運転の民主化　～Autoware の世界～
自動運転による交通革命の実現が期待され、現在は社会実装に向けた活動
が盛んである。自動運転をすべての人の移動の自由のために広く普及させ
る（民主化）のためには、安全で安価な自動運転技術が必要になる。その
ためのアプローチが、自動運転のソフトのオープンソース化である。本講
演では、名古屋大学で開発され、世界に広がっている自動運転のオープン
ソースソフトウェアAutoware について紹介する。

名古屋大学 
未来社会創造機構
モビリティ社会研究所
特任教授　兼
(株 )ティアフォー
CSTO
　二宮　芳樹　氏

演題３

1時間

低速自動運転ロボによる新たなライフスタイルの実現
ZMPは現在、高度な自動運転・ロボット技術をベースに、低速自動運転三
兄弟として、「宅配ロボット」、「一人乗りロボ」、「警備ロボット」のサービ
ス化を推進しています。人々の楽しく便利で豊かなライフスタイルを創造
するこれらの低速自動運転ロボットにかける想い、それを実現するための
サービスの創出、技術の蓄積、規制緩和へのチャレンジなど、ZMPの取り
組みをご紹介します。

株式会社ZMP
ロボライフ事業部
部長
　龍　健太郎　氏



見学会のご案内

参加費 のお支払い：
　　振り込みとさせていただきます。詳細は「支部行事の申込方法」をご参照下さい。
　　※賛助会員企業の場合でも、正会員でない方は会員外料金となります。
キャンセル：
　　やむを得ず欠席される場合は必ず事前に中部支部事務局までご連絡願います。
　　連絡先（0566）62-9070
　　見学会当日連絡先　携帯：080-2618-2950
　　※代理申込み、代理参加はできませんのでご注意願います。
その他：
　　参加申込者多数の場合は、会員を優先させていただき、抽選とします。

★見学会参加の留意点★
　◆禁止事項　　　　　　　　　　　　　　　　◆最終確認
　　①工場内、会議室内での撮影・録音・喫煙　　①開催日2週間前を目安に参加可否のご案内メールを参加申込者へ配信します
　　②ハイヒール・サンダル・草履での参加　　　②メールが届かない場合は当事務局へお問合せください

見学日 見学先 主な見学内容 集合場所 スケジュール

2020-12回
12月11日（金）

定員25名

★お申込締切日
11月20日（金）

株式会社日特ス
パークテック東
濃二野本社工場

岐阜県可児市二
野字南山2706

番3

★駐車場なし

世界の自動車産業を支え
るスパークテック東濃
①ショールーム
②原料調合・素地造粒
③成形、切削
④焼成、施釉
⑤ガラスシール

JR中央本線　多治見駅北口

12：40　 JR中央本線多治見駅　北口集
合

12：50　受付・バス移動
13：20　集合写真撮影・トイレ休憩
13：30　 挨拶、会社概要説明、安全唱

和
14：00　工場見学、トイレ休憩
15：00　 技術講演「スパークプラグの

技術動向」、質疑応答
16：00　閉会挨拶・アンケート回収
16：10　バス移動
16：50　JR中央本線多治見駅解散

注意事項：新型コロナウイルスの影響により下記についてご了承をお願いいたします。
　（1）直前のイベント中止、参加人数、内容、スケジュールの変更の可能性があります。
　（2）事前に健康確認を実施し、体調の悪い方は参加をご遠慮願います。
　（3）当日は、マスクの着用をお願いいたします。
　なお、当日の詳細な対応やお願いにつきましては、参加者の皆さまにメールにてご連絡いたします。

※注1：同業他社の方のお申込みはご遠慮ください。
※注2：工場内は帽子着用の為、帽子をご持参ください。

資　格 一般 学生
会　員 2,000円 無料
会員外 5,000円 無料

① 申込方法について
　　・中部支部ＨＰの「イベント」－「支部行事」に掲載しておりますので、画面に従ってお申込みください。
　　・中部支部ＨＰ：https：//www.jsae.net/chubu/
　　・お問合せ窓口：chubu-sys@jsae.or.jp
　　・推奨動作環境：Internet Explorer11、Google Chrome
　　・本号対象行事：第5回技術講習会、第12回見学会

②キャンセルについて
　　・キャンセルの場合は、必ず事前に中部支部イベント参加受付システムにてキャンセル処理を行うようお願いします。
　　・見学会、車の挙動体験会の場合は開催日2日前の正午、技術交流会の場合は7日前の正午、その他の行事は前日の正午以降
　　　参加費相当額のキャンセル料が発生しますのでご注意願います。
　　・やむを得ず急病等で当日キャンセルの場合は、以下へご一報ください。
　　　事務局連絡先 ：（0566）62-9070　　各種行事当日連絡先：080-2618-2950

③その他留意点
　　・各行事については、申込定員超過により申込締切日を繰り上げさせて頂く場合があります。
　　　その場合は中部支部ＨＰにてご案内いたします。
　　・定員超過の場合、抽選をさせて頂くこともあります。
　　　抽選の結果、参加をご遠慮いただく方にはその旨メールにてご連絡いたします。
　　・中部支部の各行事においては、参加券・聴講券はございません。当日会場受付までお越しください。
　　・見学会と車の挙動体験会のみ、開催日2週間前までを目安に参加可否のご案内メールを参加申込者へ配信します。
　　　メールが届かない場合は当事務局へお問合せください。
　　・代理申込み、代理参加はできませんのでご注意願います。
　　・会員の方は会員証を、学生の方は学生証をご持参ください（確認をさせて頂く場合があります）。
　　・賛助会員企業の場合でも、正会員でない方は会員外料金となります。

【メールマガジン受信設定のご案内】
　メルマガの受信設定は会員ページの【各種変更申請】【住所その他変更】から変更できます。
　見学会や講習会等の有益情報満載のメルマガを是非ご活用ください。
　会員ページ　https://member.jsae.info/Kjn/

支部行事の申込方法



中部支部ホームページ（https://www.jsae.net/chubu/）活用のご案内

中部支部ホームページには、支部の紹介や活動内容の紹介のほか、会員の皆様の役に立つ様々な情報を掲載しております。
行事の最新情報についても掲載していますので、適宜チェックいただきますようお願いします。

①イベント： 行事の案内・申し込みはこちらから。支部ニュース掲載のイベントは、支部ニュース発刊日（偶数月1日）以
降に募集を開始いたします。募集開始時にはメルマガでお知らせします。

②お知らせ： 行事の中止連絡や最新のお知らせを掲載しています。8月は急遽決定したオンライン講演会の募集案内を掲載
しました。大事なお知らせは同時にメルマガでも配信しますので、ぜひメルマガ受信設定もお忘れなく。メル
マガ受信設定方法➡支部ニュースP3「支部行事参加申込方法」最下段ご参考。

③学生活動： 学生自動車研究会の名簿を掲載しています。

④出　　版： 支部ニュースと支部報（一部）をデータ化し掲載しています。

⑤表　　彰： 支部事業活動功労表彰について掲載しています。

⑥中部支部について： 中部支部の組織や会員数等を掲載しています。7月より「よくあるご質問」を追加しました。ご不明
な点はまずはこちらをご覧いただき、解決できない場合は「お問い合わせ」フォームかお電話で事務
局までご連絡ください。


