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コンポジット委員会 第４２回研究会のご案内 

「金沢工業大学 ものづくり研究所見学と講演会」 

拝啓 爽秋の候、時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 

さて第４２回コンポジット委員会・研究会は、当協会の例会委員会との共催で、金沢工業大

学 ものづくり研究所殿のご協力により、以下の通り開催します。 
今回は、今後の日本の複合材料の成形技術と製品市場の研究開発に不可欠な、産業界と学界

の連携強化を積極的に推進されている、金沢工業大学 ものづくり研究所の見学と、九州工
業大学の米本先生には、将来水素ガスタンクに応用可能性がある水素ガスを通さない不思議

な極薄粘土膜を用いたＣＦＲＰと 先生の研究室で行われている大変興味深い小型有翼ロ

ケット開発などの講演、を下記の通り併せて提供いたしますので、この機会に是非ご参加下

さいます様、ご案内申し上げます。   
                                                      敬具  

記 

 

日時： 平成 20年１1月７日（金）13:30 ~：17:00   
場所： 金沢工業大学 ものづくり研究所 

申込み：  準備の都合上、10 月 31 日（金）までに、添付申込み用紙にご記入の上 FAX また

は Eメールに添付してお申し込みください。 

問い合せ先： 

 【先端材料技術協会 事務局】 

㈱ガリレオ内 先端材料技術協会 山田淳一、和久津君子 

Tel : 03-5907-3750  Fax : 03-5907-6364 

e-mail : g001sentan-mng@ml.galileo.co.jp 

 【コンポジット委員会事務局】 

舞鶴工業高等専門学校 機械工学科 篠原 正浩 

Tel & Fax : 0773-62-8939 

e-mail : sinohara@maizuru-ct.ac.jp 
 

参加費： 会員 \5,000  非会員 \7,000.  大学等関係者 \2,000.   

 

【プログラム】 
 

13:30 ~13:40  開会の辞 コンポジット委員会委員長 
            飯塚テクノシステム(有) 飯塚 健治氏 
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13:40 ~14:20  金沢工業大学におけるコンポジット研究の状況 
                     金沢工業大学ものづくり研究所長     金原 勲 教授 
 
14:20~15:00 水素ガスバリア性の高い粘土膜 CFRP と有翼ロケットの飛行実験         

九州工業大学 大学院 工学研究院 機械知能工学研究系宇宙

工学部門    米本 浩一 教授 
 
15:10 ~ 15:20  休憩   
 
15:20 ~ 16:00  欧米における複合材料研究開発センターの動向（JEC2008、SAMPE Long 

Beach2008報告） 飯塚テクノシステム(有) 飯塚 健治氏 
 
16:00 ~ 16:50:  ものづくり研究所の見学 
 

16:50          連絡事項、閉会の辞 例会委員長  

(株）ＧＨクラフト 木村 学氏  

17.00~       懇親会  
 

以上 

 

【会場へのアクセス】 
・大阪方面からの方は、JR サンダーバード 11 号にて金沢着：12:18 着 

・名古屋方面からの方は、JR しらさぎ３号にて 11:50 着  

・東京方面からの方は、JR とき 307(越後湯沢乗り換え)・はくたか 4号にて 12：00 着 

 にご乗車下さい。 

さらに、ＪＲ金沢駅の東口からタクシーまたは、バス８番乗り場から 12:31 発の辰口

和光台行きの北陸鉄道バスにお乗り頂き、工大ハイテク前で下車下さい（13:18 着）。

タクシーでは金沢駅から通常 30～45 分、小松空港からは通常 30～35 分かかります｡JR

最寄り駅は北陸本線の松任駅でタクシー10 分くらいの距離です｡（空路では小松空港で

すが、八束穂までの直通バス路線はありません｡） 

 

【会場】 

金沢工業大学、ものづくり研究所 

〒924-0838   石川県白山市八束穂 3-1 

    （石川ソフトリサ－チパ－ク内） 

TEL： 076-274-8272（事務室）   FAX： 076-274-8273 

URL： http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/orc/ 
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金沢工業大学やつかほリサーチキャンパス配置図 

 

 
 
申込み方法： 

 下記申込用紙に必要事項を記載の上，㈱ガリレオ内 先端材料技術協会  

Tel : 03-5907-3750  Fax : 03-5907-6364 

e-mail : g001sentan-mng@ml.galileo.co.jp 

へ FAXまたは E-mailにてお申し込み下さい．（できるだけ 10月 31日までにお申し
込み下さい） 
 参加費は『三菱東京 UFJ銀行 鎌倉支店 （普）No.1276101 先端材料技術協会』
宛に，お振り込みください．振り込み手数料は振り込み者負担となっておりますので

よろしくお願いいたします．なお，振り込みの際に所属機関名で振り込みをされる場

合は，できるだけ個人名がわかるようにして振り込んでください． 



        Society for the Advancement of Material and Process Engineering 
  

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 3-21-10  アーバン大塚 3F  （株）ガリレオ内     先端材料技術協会  
Tel:03-5907-3750  Fax:03-5907-6364  E-mail:g001sentan-mng@ml.galileo.co.jp  URL:www.sampejapan.gr.jp                

 

先端材料技術協会宛(Fax：03-5907-6364) 

 

コンポジット委員会 第４２回研究会に参加します 

 
      平成 20年 10月 日 
 
平成 20年 11月 7日(金)に開催される平成 20年度第 2回技術情報交換会に参加します。 

 
所属：                             
 
住所：                             
 
(Tel：            Fax：             ) 
(E-mail：                          ) 
 
名前：              ヨミガナ：           ） 
 
 
該当項目に○を付けて下さい。(1)正会員・賛助会員、(2)学生会員、(3)非会員 
 

参加費を振り込んだ日，あるいは振り込む予定の日  

    月    日様 

 

参加費を振り込んだ名義，あるいは振り込む予定の名義 

            様 

 


