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１．精密工学会九州支部支部長就任にあたり 

九州支部支部長   

福岡工業大学 仙波 卓弥   
 

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*--- 
 
 
ただ今の勤務先である福岡工業大学に就職いたしましたのは，1986年31歳の時です．

1986～1992 年の７年間は精密工学会九州支部の一員という立場であり，支部講演会や講

習会に参加させていただく立場におりました．1993～2004 年の 12 年間，九州支部商議

委員を務めさせていただきましたが，この間も支部執行役員という立場にはありません

でしたので，支部講演会や講習会に参加させていただく立場に変わりはなかったように

思います． 

 

気楽な過去 17 年間の立場が急変しましたのは，2005 年 50 歳の時でした．当時支部長

でいらした安井平司先生から副支部長に推薦されました．そのときに初めて，約８年毎

に九州で開催される全国大会秋季大会の収益金を取り崩すことによって支部活動が成

り立っていることを知りました．この収益金に依存した体質から早く脱却するために，

安井先生からは『賛助会員数を倍に増やす方策を立案・実行しろ』という宿題を頂きま

した． 

 

副支部長に就任いたしておりました 2005～2007 年の 3 年間と支部長に就任いたして

おりました 2008～2009 年の 2年間，安井先生から頂きました宿題を解決するために色々

な可能性にチャレンジ致しました．まず初めに支部の異常な財政状況を少なくとも商議

員の先生にご理解頂くために支部組織を全員参加形の組織に作り替えました．その上で，

各 WG の先生方のご協力を賜り，シーズ発表会，産学連携セミナー，ならびに ASPEN2008

を収益事業として九州で開催することができました． 

 

2005～2009 年の努力が皆様に認められず，この度，再度『全国大会の収益金に依存し

ない支部体質』を作るために支部長に就任いたすことになりました．図１に枠囲ってお

ります WG を作らせていただきました．先ず，本年９月 14 日～16 日の間に九州工業大学

で開催されます全国大会秋季大会を盛会に致すための努力をいたします．次に，社会情

勢が厳しいおりではありますが一般賛助会員として 10 社にご入会いただくための事業

を実施して参ります．また，支部の次世代を担う若手の先生方にご活躍いただける場を

ご提供いたしたく存じます． 
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図１ 2012 年度精密工学会九州支部組織(WG) 
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２．平成 24 年度精密工学会秋季全国大会について   

               秋季大会実行委員長          

九州工業大学 鈴木  裕   
 

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*--- 

 

 

2012 年度精密工学会秋季全国大会が，九州工業大学を会場に実施されます． 

日程は，2012 年 9 月 14 日（金）から 16 日(日)までの３日間です．2002 年熊本大学

におきまして，秋季全国大会を開催してから早いもので 10年経過したことになります．

学会においては，設計・生産システム，メカトロニクス，精密加工，精密計測，人・環

境といった研究分野の研究者，学生が全国から参加し，3日間で 550 件から 600 件の研

究発表が行われ，参加者は，一日当たり 1200 名程度が見込まれます． 
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精密工学会九州支部が担当します秋季全国大会は，10 年に 1度担当することになりま

す．今後 10 年間の支部活動を支えるためにも非常に重要な大会になります．前年度の

秋季全国大会は金沢大学で実施されました．東日本大震災の影響が強く残るなか，すば

らしい大会を開催してくださいました．多くの新しい試みを参考にさせていただき，ま

た九州支部会員や企業の方々のご協力の下，実り多い全国大会にしなければならないと

考えています． 

 

秋季全国大会を開催するにあたり，いくつか目標を設定しました．600 件の論文発表，

60 社の先端技術紹介などです．これらの目標も実行委員会の皆様のご協力のお陰で達成

できそうな状況です．また，今回はアフィリエイトの皆さんに全面的に協力していただ

いています．次世代を担う若手研究者の斬新な発想で秋季大会を盛り上げてくれるもの

と期待しています．本大会では，学会開始の前日の午後を利用して，企業見学を実施し

ます．素材産業と組み立て産業の組み合わせで，九州の産業の現状を見ていただきます．

その後九州工大において，前夜祭を開催します．学会では，学生中間発表会，２つの国

際シンポジューム，４つのシンポジューム，賛助会員の会などが行われ，そのほかにも，

電気自動車の展示・試乗会，ラボツアーなど，盛りだくさんな企画が組まれています．

また，特別講演は，日産自動車副社長今津英敏様に“電気自動車の開発と生産技術”と

いう題でお願いしました． 新の技術紹介が含まれた講演になると思います．その後の

懇親会も参加者の方々に楽しんでいただける企画が組まれています．学会の 3日目から

は，場所を移し技術懇話会を開催し，さらに懇親を深めていただく予定です． 

 

本大会を表すキャッチフレーズは，“時代とともに！絆の礎：精密工学”です．たい

へん悲惨な状況から復興に向けて立ち上がっていく様も表したすばらしいキャッチフ

レーズと思います．九州の底力を見てもらいましょう．そして，もてなしの気持ちを持

って秋季全国大会に臨みましょう． 

 

 
 

   
 

秋季大会 開催案内ポスター（3種類） 
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３．平成 23 年度精密工学会九州支部 大分地方講演会・ 

第 12 回学生研究発表会 開催報告 

51 期支部長 熊本大学 峠  睦 
 

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*--- 

 

 

平成 23 年 12 月 10 日（土）11 日（日）の 2日間，大分大学工学部を会場に九州支部

大分地方講演会および第 12 回学生研究発表会が開催されました．約 200 名の参加者の

もと，10 日の一般講演には朝 9時より夕方 5時まで 6室 80 件，学生研究発表会には朝

9時より 12 時まで 6室 59 件の発表があり，活発な質疑応答が行われました．同時に開

催しました企業展示には 6社，説明会には 4社の参加があり，10 日の昼休みには，今年

度からの新しい試みとしてランチョンセミナーを開き，企業説明会を行いました．参加

した学生には弁当が配られ，企業内容の説明と共に企業が求める人物像にも話しが及び，

所期の成果を上げることができました． 

 

10 日の特別講演会では大分県溶接協会事務局長で，｢うそかまことか不思議な大分の

歴史を探る会｣主宰の江藤博明氏より，｢大分を日本の首都に仕掛けた豊後武士団の謎｣

と題した興味ある講演があり，盛り上げることができました．また，終了後には平成 24

年度九州支部奨励賞の授与式が行われました． 

 

後に，大分地方講演会の開催に当たりまして，会場校の大分大学木下和久先生，松

岡寛憲先生はじめ，多くの方々のご協力を頂きました．ここに厚くお礼申し上げます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業展示その２ 
 

企業展示その１ 企業説明会会場の様子 
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４．平成 23 年度精密工学会九州支部 総会 開催報告 

            副支部長 鹿児島大学 近藤英二  

 

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*--- 

 

 平成 23 年 4 月 20 日（金）九州工業大学において平成 23 年度精密工学会九州支部総

会、また平成 23 年 12 月 10 日（土）大分大学において臨時総会を開催し、活動報告な

どがされました。 

 

《総会 次第》 
Ⅰ．支部長挨拶 

Ⅱ．報告事項 

１．九州支部活動の報告 

１）平成２３年度商議員の体制について 

 ２）大分地方講演会実行委員について 

３）事業報告および平成２３年度事業計画について 

２．九州支部会計の報告 

３．精密工学会秋季大会の準備状況の報告 

４．各ＷＧからの報告および案内 

 

《臨時総会 次第》 
Ⅰ．支部長挨拶 

Ⅱ．報告事項 

１．九州支部活動の報告 

 １）次期商議員選挙について 

 ２）平成２３年度事業中間報告および平成２４年度事業計画案について 

２．九州支部会計の報告 

 １）平成２３年度会計中間報告および平成２４年度予算案について 

３．精密工学会秋季大会の準備状況の報告 

 

 

======================================================================== 
■ 本ニュースへのご感想・コメントをぜひお寄せください 
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======================================================================== 

 

精密工学会九州支部ニュース 第 15 号 2012 年 7 月 31 日発行 
 

発 行 所 精密工学会 九州支部 
〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2 丁目 39 番 1 号 熊本大学工学部機械システム工学科内 
TEL／FAX ：096-342-3762  E-mail：jspe9@mech.kumamoto-u.ac.jp 
Homepage ：http://kyushu.jspe.or.jp 
 精密工学会九州支部ホームページにて詳細情報を公開しています． 

○九州支部ニュースに関する御意見・御寄稿のお願い 
支部ニュースに御意見や御寄稿などございましたら，九州支部までお寄せ下さい． 

 
○会員御勧誘のお願い 

学会活性化のために，正会員・学生会員・賛助会員の増加を計画しております． 
身近な方で精密技術に御関心のある方がいらっしゃいましたら，是非入会をお勧め頂ければ幸いです．

入会のしおりは支部にございます．お気軽にご請求下さい． 


