会

告
公益社団法人 日本設計工学会
2018 年度 秋季研究発表講演会 講演募集のお知らせ

後 援： 鳥取大学工学部

２．申込み資格

(公財)とっとりコンベンションビューロー

発表者，連名者の資格について，制約はありません．

開催日： 2018 年 9 月 28 日(金)，29 日(土)
28 日(金)：

付帯行事（見学会）

３．講演時間・方法
1 件 20 分とし，そのうち 5 分は質疑・討論にあてます．発表は

付帯行事（技術交流会）
29 日(土)：

研究発表講演会

原則としてプロジェクタを使用します．

特別講演
付帯行事（企業技術展示）

４．申込み方法

会 場： 鳥取大学工学部

日本設計工学会ホームページに掲載されている「春季・秋季大会

〒680-8552 鳥取市湖山町南 4-101

研究発表講演会」からお申込みください．

http://eng.tottori-u.ac.jp/access/map

なお，申込講演の採択およびプログラムの編成は，学会にご一任

交 通： JR 鳥取大学前駅から徒歩 5 分

ください．学生優秀発表賞の関係で，講演者が学生の場合は，申込

10,000 円（講演論文集を含む）

参加登録費：正会員

用紙の勤務先・所属欄に学年の明記をお願いいたします．

3,000 円（講演論文集を含む）

学生会員

15,000 円（講演論文集を含む）

非会員

５．申込み期限

学生非会員 5,000 円（講演論文集を含む）

2018 年 7 月 13 日（金）厳守

（講演論文集は 3,000 円で販売）
特別講演：

６．問い合わせ先

日時：2018 年 9 月 29 日（土）13:00

〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17

「宙と空のロボットのデザイン」西田 信一郎（鳥取大学）

セラミックスビル内

会場：鳥取大学工学部 講義室

（公社）日本設計工学会事務局
TEL：(03) 5348-6301，FAX：(03) 5348-6282
E-Mail：annu_conf@jsde.or.jp

【一般講演およびオーガナイズドセッション】
１．講演募集テーマ

※付帯行事は問い合わせ先が異なりますのでご注意ください．

設計に関する全般のテーマで募集します．
 一般講演

７．講演論文集原稿について
(1) 提出原稿は，設計工学会ホームページに掲載された「講演

(1) 設計，開発
(2) 設計論，設計法，設計過程，設計支援，設計管理

論文原稿割付け見本（2017 年 12 月更新）
」に従ってご執筆

(3) 表面性状，トライボロジー

ください．
「講演論文原稿割付け見本」
の内容が
「執筆要項」

(4) 解析，設計評価

になっています．なお，原稿のページ数は，原則として偶

(5) 加工，生産

数ページで最大 4 ページまでです．

(6) 計測，制御

(2) 原稿提出期限：2018 年 8 月 20（月）厳守

(7) 形状処理，CG

2018 年度より原稿の提出方法は WEB のみ（郵送は不可）

(8) 設計・製図教育，企業内技術者教育

となりましたのでご注意ください．

(9) 信頼性設計，安全工学，人間工学，生体工学
(10) 技術・技能の伝承・保存
(11) その他
 オーガナイズドセッション
(A) 機械要素技術
オーガナイザー：藤井正浩（岡山大学）
(B) 医療・介護・リハビリロボット
オーガナイザー：西田信一郎（鳥取大学）
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【付帯行事】

３．企業技術展示
日時：2018 年 9 月 29 日（土）終日

１．見学会
日時：2018 年 9 月 28 日（金）12：50～17：30

会場：鳥取大学工学部

定員：40 名（貸切バスで移動）

設計・製造に関連した民間企業からのパネルによる技術

見学先：
［鳥取大学乾燥地研究センター他］

紹介の場を設けます（出展は有料です）
．

(1) 鳥取大学乾燥地研究センター アリドドーム

出展をご検討の企業は，下記企業技術展示担当者にお問

住所：鳥取市浜坂 1390

い合わせください．募集の詳細をお送りさせていただきま

(2) 山陰海岸ジオパーク（浦富松島遊覧）

す．

住所：鳥取県岩美郡岩美町大谷 2182
(3) 鳥取砂丘砂の美術館

☆企業技術展示申込み締切り：2018 年 9 月 7 日（金）

住所：鳥取市福部町湯山 2083-17

☆申込みおよび問い合わせ先：

集合場所：JR 鳥取駅南口 12：50

担当者：小野 勇一

（見学会受付 12:30～）

住 所：〒680-8552 鳥取市湖山町南 4-101

解散場所：JR 鳥取駅南口 18：30

鳥取大学大学院 工学研究科 機械宇宙工学専攻
E-Mail：ono@mech.tottori-u.ac.jp

（技術交流会参加者は会場までお送りします）

FAX ： (0857) 31-5210

参加費：1,000 円（乗車時に徴収）
２．技術交流会
日時：2018 年 9 月 28 日（金）18：30～20：30
会場：海陽亭（鳥取を代表する海鮮料理のお店です）
（住所：鳥取市賀露町西 3 丁目 27-1）
ホームページ：http://ginrin-grp.com/kaiyoutei/
（JR 鳥取駅南口から送迎バスを準備します（17 時 40
分発）
．路線バスご利用の方は，鳥取駅北口バスターミ
ナルより日の丸バス賀露線ご利用で「かにっこ館前」(徒
歩 1 分)もしくは「賀露海岸」(徒歩 5 分)で下車ください
(乗車時間約 35 分，便数が少ないのでご注意下さい）
．
見学会に参加の方は，見学後，バスで会場までご案内し
ます．
）
会費：一般 5,000 円，学生 3,000 円
（当日会場で申し受けます）
上記見学会，技術交流会に参加ご希望の場合は，件名（Subject）
を「設計工学会 2018 秋季大会付帯行事参加申込」と標記した E メ
ール，または FAX で参加希望行事名，氏名，勤務先名，連絡先（住
所，電話番号，E-Mail アドレス）を明記の上，下記担当者宛てに
お申込み下さい．
☆見学会，技術交流会申込み締切り：2018 年 8 月 24 日（金）
☆申込みおよび問い合わせ先：
担当者：西 遼佑
住 所：〒680-8552 鳥取市湖山町南 4-101
鳥取大学大学院 工学研究科 機械宇宙工学専攻
E-Mail：nishi@mech.tottori-u.ac.jp
FAX ： (0857) 31-5210

2

