
２０２０年度 中部支部事業計画 2020.04.06
研 究 発 表 会
講 演 会 技 術 交 流 会 学 生 自 動 車 研 究 会
講 習 会 技 術 者 懇 談 会 学 生 フ ォ ー ミ ュ ラ
体 験 型 講 習 会

２４日(金) １７日(金) １９日(日) １１日(土) １日
No.1 オムロン㈱ 第１回技術講習会 第１回キッズ・モノづくり 参与会#1・学生委員会#1 支部ニュースNo.187発行
草津事業所 （アクトシティ浜松） ワンダーランド (刈谷市産業振興センター)

[ダッド] ［スズキ］ （愛知：とよた科学体験館）
［東海理化］

 

１５日(金) ２４日(日) １６日(土)
No.2 ヤマハ発動機㈱ 第２回キッズ・モノづくり ものづくりセミナー
本社工場 ワンダーランド
[本田技研工業] （岐阜：サイエンスワールド)

［スズキ］

１２日(金) ３日(木) ２７日(土) ＊＊日(＊) １日
No.3　㈱ジェイテクト 講演会 第３回キッズ・モノづくり 走行技術トレーニング#1 支部ニュースNo.188発行
伊賀試験場 (名古屋観光ホテル) ワンダーランド （エコパ）
[三菱自動車エンジニアリング] ［愛知機械工業・三菱自動車工業］ （三重：川越町つばめ児童館）

［トヨタ車体］

１８日(木)
第２回技術講習会
（刈谷市産業振興センター）
［アイシン精機］

３日(金) ８日(水) １７日(金) １９日(日) ４日(土)
No.4 ㈱デンソー 中部支部企画講演会 第１回技術交流会 第４回キッズ・モノづくり 学生委員会#2
幸田製作所 (ポートメッセなごや) （刈谷市産業振興センター） ワンダーランド (刈谷市産業振興センター)
[デンソーテクノ] ［愛知機械工業］ ［豊田中央研究所］ （富山：黒部市吉田科学館）

［アイシン精機］ １１日(土)
９日(木) 基礎技術交流会

３１日(金) 研究発表会 ２４日(金)～２５日(土) （未定）

No.5　東レ㈱ 名古屋事業所 (ポートメッセなごや) 第５回キッズ・モノづくり
オートモーティブセンター ［愛知機械工業］ ワンダーランド ８日(水)～１０日(金)
[ジェイテクト] <本部キッズ・エンジニア2020> 人テク展 プレゼン・車両展示

（ポートメッセなごや） （ポートメッセなごや）

［デンソー］
＊＊日(＊)
走行技術トレーニング#2
（エコパ）

１日(土) ３日(月)～５日(水) １日
第６回キッズ・モノづくり 合同試走会 支部ニュースNo.189発行
ワンダーランド （エコパ）
(石川:わくわくコマツ館)
［スズキ］ ＊＊日(＊)

走行技術トレーニング#3
２８日(金) （エコパ）
第７回キッズ・モノづくり
ワンダーランド
（三重：四日市公害と環境未来館）
［アイシン精機］

４日(金) １８日(金) ２６日(土) ８日(火)～１２日(土)
No.6　DMG森精機㈱ 第３回技術講習会 第８回キッズ・モノづくり 学生フォーミュラ
伊賀事業所 （刈谷市産業振興センター） ワンダーランド 日本大会２０２０
[大豊工業] ［トヨタ車体］ （富山：富山市科学博物館）

［トヨタ車体］

２５日(金) ＊＊日(＊)
No.7　㈱小松製作所 走行技術トレーニング#4 下旬
大阪工場 （エコパ） 中部支部報
[大同メタル工業] 宙舞No.８７発行

９日(金) １６日(金) ６日(火)～７日(水) １１日(日) ３日(土) １日
No.8　ジェイ・バス㈱ 第４回技術講習会 中堅技術者懇談会 第９回キッズ・モノづくり 参与会#2・学生委員会#3 支部ニュースNo.190発行
小松事業所 (三島市民文化会館) (邦和セミナープラザ) ワンダーランド 中部支部交流会
[東海理化] ［スズキ］ ［トヨタ紡織］ （福井：エンゼルランドふくい） OPとの交流会

［東海理化］ (刈谷市産業振興センター)

２３日(金)
No.9　AGC㈱ ３０日(金)
愛知工場 車の挙動体験会
[ジヤトコ] （キョウセイ交通大学）

[ヤマハ発動機]

６日(金) ２２日(日) ＊＊日(＊)
No.10　㈱堀場製作所 第１０回キッズ・モノづくり 学生委員会#4
びわこ工場 ワンダーランド (刈谷産業振興センター）
[アイシン高丘] （三重：みえこどもの城）

［豊田中央研究所］

２７日(金) ２７日(金)
No.11　㈱豊田自動織機 第５回技術講習会
長草工場 （名古屋銀行協会）
（北陸地区限定） ［アイシン精機］
[TTDC]

１１日(金) ３日(木)～４日(金) ６日（日） １日
No.12 若手技術者懇談会 スズキエンジン講習会 支部ニュースNo.191発行
㈱日特スパークテック東濃 (邦和セミナープラザ)
東濃工場 ［トヨタ紡織］
[日本特殊陶業]

１５日(金) １５日(金) １７日(日) １６日（土）
No.13 産業技術総合研究所 第２回技術交流会 第１１回キッズ・モノづくり 雪上ドライビング講習会
中部センター （刈谷市産業振興センター） ワンダーランド （チャオ御岳スノーリゾート）
[トヨタ自動車東日本] ［豊田中央研究所］ （静岡：焼津天文科学館）

［ヤマハ発動機］ 下旬
中部支部報
宙舞No.８８発行

２６日(金) １２日(金) ６日(土) １日
No.14　㈱SUBARU 女性技術者懇談会 学生委員会#5 支部ニュースNo.192発行
半田工場 (KKRホテル名古屋) (刈谷産業振興センター）
[愛三工業] ［トヨタ紡織］

２３日(火)　
カート耐久レース
(クイック浜名)

＊＊日(＊)　
学生委員会引継会
(刈谷産業振興センター）

＊＊日(＊)　
学術講演会
(場所未定)

事業 見 学 会 社 会 貢 献 出 版

（　　）内は開催会場で、［　　］は担当会社・担当校を示す。
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