
１．通常総会
開催場所：タワーホール船堀 大ホール

２．理事会

議事� 審議事項 第１号議案 平成２７年度事業報告に関する件
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

開催年月日 議 案 結果

平成２７年６月３日� １．審議事項
第１号議案
平成２６年度事業報告に関する件
第２号議案
平成２６年度収支会計報告に関する件
２．報告事項
第１号
平成２７年度事業計画に関する件
第２号
平成２７年度収支予算に関する件
第３号
平成２６年度公益目的支出計画実施報
告書に関する件

承認

承認

了承

了承

了承

回数
開催年月日
開催場所

議 案 結果

第１３０回 平成２７年
５月１５日�

五反田文化
会館
会議室

１．審議事項
１）第２１回（平成２７年度）通常

総会議案
２）平成２６年度事業報告および

収支会計（決算）
３）平成２７年度収支予算
４）関西支部平成２６年度事業報
告・決算案

５）東北・北海道支部平成２６年
度事業報告・決算案

６）東海支部平成２６年度事業報
告・決算案

７）専門委員会平成２６年度事業
報告・決算案

８）第２６回（平成２７年度）年次
大会

９）第２３回（平成２７年度）秋季
大会

１０）FA財団への論文推薦の件
１１）会員異動報告
２．報告事項
１）監査報告
２）アドバイザリーボード開催
３）企画委員会報告
４）編集委員会報告
５）論文編集委員会報告
６）財務委員会報告

了承
了承
了承
了承
了承
了承

第１３１回 平成２７年
６月１５日�

五反田文化
会館
会議室

１．審議事項
１）第２３回（平成２７年）秋季大
会準備状況

２）第２７回（平成２８年）年次大
会

３）平成２７年度学会賞（論文賞
および「青木固」技術賞，技
術進歩賞）選考委員会委員長
委嘱

４）第１５期（平成２８，２９年度）
役員候補者選出に関する人事
委員会設置

５）FA財団への論文推薦の件
６）会員異動報告
２．報告事項
１）第２６回（平成２７年）年次大
会

２）第２１回（平成２７年度）通常
総会

３）アドバイザリーボードの件
４）企画委員会報告
５）編集委員会報告
６）論文編集委員会報告
７）財務委員会報告

承認

承認

承認

承認

承認
承認

了承

了承

了承
了承
了承
了承
了承

第１３２回 平成２７年
９月３日�

五反田文化
会館
会議室

１．審議事項
１）第２７回（平成２８年）年次大
会

２）第２３回（平成２７年）秋季大
会準備状況

３）第１５期（平成２８，２９年度）
役員候補者選出

４）編集委員交代の件
５）会員異動報告
２．報告事項
１）秋季大会アドバイザリーボー

ド開催の件
２）企画委員会報告
３）編集委員会報告
４）論文編集委員会報告
５）財務委員会報告
６）収支会計報告

承認

承認

承認

承認
承認

了承

了承
了承
了承
了承
了承

第１３３回 平成２７年
１２月１７日�

五反田文化
会館
会議室

１．審議事項
１）第２７回（平成２８年）年次大
会

２）第２４回（平成２８年）秋季大
会

３）第１５期（平成２８，２９年度）
役員候補者選出

４）平成２８年度予算案
５）会員異動報告
２．報告事項
１）第２３回（平成２７年）秋季大
会報告

２）秋季大会アドバイザリーボー
ド

３）企画委員会報告
４）編集委員会報告
５）論文編集委員会報告
６）財務委員会報告
７）収支会計報告

承認

承認

承認

承認
承認

了承

了承

了承
了承
了承
了承
了承

（24） 成形加工 第 28巻 第 10号 2016



開催年月日 開催場所

第１２９回 平成２７年６月９日� 大阪ガス

第１３０回 平成２７年８月５日� ポリプラスチックス

第１３１回 平成２７年１０月３０日� 東京都立産業技術研究センター

第１３２回 平成２８年３月３０日� 東京都立産業技術研究センター

３．財務委員会
平成２７年９月３日�
開催場所：五反田文化会館

４．企画委員会

５．行事
５―１）プラスチック成形加工学会第２６回（平成２７年度）

年次大会

開 催 日：平成２７年６月３日�，４日�
開催場所：タワーホール船堀（東京）

５―２）第２３回プラスチック成形加工学会秋季大会―成形

加工シンポジア'１５―

開 催 日：平成２７年１１月２日�，３日�
開催場所：福岡大学（福岡）

５―３）講演会

�第１４７回講演会「材料設計につながるプラスチック成
形加工の分析技術」

開 催 日：平成２７年６月２３日�
開催場所：東京工業大学（東京）

	第１４８回講演会「自動車軽量化技術の最新動向と開発
事例」

開 催 日：平成２７年７月１７日�
開催場所：タワーホール船堀（東京）


第１４９回講演会「将来の大量生産を狙ったCFRP軽
量化技術」

開 催 日：平成２７年８月３１日�
開催場所：タワーホール船堀（東京）

�第１５０回講演会「身近な現場で考える地球環境問題と
プラスチック製造」

開 催 日：平成２７年９月２８日�
開催場所：東京都立産業技術研究センター（東京）

�第１５１回講演会「バイオマスフィラーを用いた環境調
和型材料の最新動向」

開 催 日：平成２８年１月２６日�
開催場所：兵庫県民会館（兵庫）

第１５２回講演会「建材用高分子材料の開発動向と最新
技術」

開 催 日：平成２８年２月１２日�
開催場所：東京都立産業技術研究センター（東京）

５―４）技術交流会

第５１回技術交流会「青木固技術賞受賞現場を訪問する」

開 催 日：平成２７年５月２２日�
開催場所：東洋製罐（神奈川）

第５２回技術交流会「山形大学の新たな研究施設の見学

会および講演会」

開 催 日：平成２７年１２月１６日�
開催場所：山形大学（山形）

５―５）成形加工実践講座シリーズ

第１５回成形加工実践講座シリーズ（金型・CAE）

開 催 日：平成２７年６月２５日�
開催場所：東京工業大学（東京）

第１６回成形加工実践講座シリーズ（成形関係）

開 催 日：平成２７年８月２６日�
開催場所：タワーホール船堀（東京）

５―６）成形加工テキストシリーズ講座

第１８回成形加工テキストセミナー

開 催 日：平成２７年９月４日�
開催場所：工学院大学（東京）

５―７）春季セミナー

第２０回春季セミナー

開 催 日：平成２８年３月１８日�，１９日�
開催場所：北陸先端大学，金沢工業大学

５―８）共催行事

第６３回レオロジー討論会

日本レオロジー学会，日本バイオレオロジー学会

平成２７年９月２３日�～２５日�，神戸大学（兵庫）
第２７回高分子加工技術討論会

日本レオロジー学会高分子加工技術研究会

平成２７年１０月２６日�，２７日�，名古屋市工業研究
所（愛知）

６．専門委員会
６―１）伸長プロセス専門委員会

委 員 長 鞠谷雄士（東京工業大学）

副委員長 斉藤雅春（KBセーレン�）
幹 事 宝田 亘（東京工業大学）

委 員 ３４名

第１３４回 平成２８年
３月２日�

東京工芸大
学
会議室

１．審議事項
１）第１５期（平 成２８年・２９年

度）役員候補者案
２）平成２８年度事業計画および

収支予算案
３）第２２回（平成２８年度）通常
総会議案

４）関西支部平成２８年度事業計
画および収支予算案

５）東北・北海道支部平成２８年
度事業計画および収支予算案

６）東海支部平成２８年度事業計
画および収支予算案

７）専門委員会設置期間延長願い
８）専門委員会平成２８年度事業

計画および収支予算案
９）第２７回（平成２８年度）年次

大会
１０）第２４回（平成２８年度）秋季

大会
１１）第２６回（平成２７年度）学会

賞（論文賞）及び第３回（平
成２７年度）技術進歩賞候補

１２）会員異動報告
２．報告事項
１）企画委員会報告
２）編集委員会報告
３）論文編集委員会報告
４）財務委員会報告
５）収支会計報告
６）第１回公設試実習講習会

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認
承認

承認

承認

承認

承認

了承
了承
了承
了承
了承
了承
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開催年月日 開催場所

第２０１回 平成２７年４月２４日� カネジュービル

第２０２回 平成２７年６月１９日� 北陸先端大学品川サテライト

第２０３回 平成２７年７月１０日�，１１日� 浜名湖かんざんじ荘

第２０４回 平成２７年９月２９日� 五反田文化会館

第２０５回 平成２７年１１月２５日� 旭硝子AGC Studio

第２０６回 平成２８年２月２６日� 東京都立産業技術研究センター

論 文 題 目 受 賞 者 巻・号

射出成形におけるス
クリュ形状の違いに
よるFRTPの繊維
長と分散性

井上 玲（東洋機械金属�）
田中達也（同志社大学）
荒尾与史彦（同志社大学）
野元將義（同志社大学）
下楠薗壮（同志社大学）

２６巻
６号

技 術 の 名 称 受 賞 者

微細形状を有するプラスチック
成形用金型へ高離型性を付与す
る薄膜形成技術の開発

千葉 裕（�東亜電化）
粕谷昌弘（�東亜電化）
小野豪哲（�東亜電化）
鈴木一孝

（岩手県工業技術センター）
村松真希

（岩手県工業技術センター）

プラスチック成形品質を高める
革新的スプレー塗装技術

早坂宜晃（加美電子工業�）
鈴木 明（東北大学）
川�慎一朗

（産業技術総合研究所）
早坂 裕（加美電子工業�）
佐藤勲征
（宮城県産業技術総合センター）

会員種別

会 員 数

増減数 摘要本年度末
平成２８年３月３１日

前年度末
平成２７年３月３１日

名誉会員 ８ ８ ０

正 会 員 １３５０ １３５４ －４

学生会員 ８０ ６６ １４

賛助会員 １６３ １６７ －４

合 計 １６０１ １５９５ ６

６―２）射出成形CAE専門委員会

委 員 長 山部 昌（金沢工業大学）

副委員長 亀田隆夫（三光合成�）
幹 事 高橋 進（日本大学）

委 員 ３１名

６―３）押出成形専門委員会

委 員 長 梶原稔尚（九州大学）

副委員長 石川 健（三菱レイヨン�）
幹 事 田上秀一（福井大学）

委 員 ２２名

６―４）環境・リサイクル専門委員会

委 員 長 佐野慶一郎（関東学院大学）

副委員長 河西純一（物質・材料研究機構）

幹 事 小寺洋一（産業技術総合研究所）

委 員 １０名

６―５）新加工技術専門委員会

委 員 長 横井秀俊（東京大学）

副委員長 佐藤 勲（東京工業大学）

幹 事 齊藤卓志（東京工業大学）

委 員 ５７名

６―６）成形金型技術専門委員会

委 員 長 村田泰彦（日本工業大学）

副委員長 安齋正博（芝浦工業大学）

幹 事 増田範通（東京大学）

委 員 ２８名

６―７）発泡・超臨界流体利用成形加工技術専門委員会

委 員 長 大嶋正裕（京都大学）

副委員長 秋元英郎（秋元技術士事務所）

幹 事 山田岳大（埼玉県産業技術総合センター）

委 員 ２８名

７．出版
７―１）会誌編集委員会

７―２）論文編集委員会

�平成２７年６月４日（木）
開催場所：タワーホール船堀

	平成２７年１１月３日（火）
開催場所：福岡大学

７―３）会誌「成形加工」発行（第２７巻第５号～第２７巻

第１２号および第２８巻第１号～第２８巻第４号）

研究論文１４編，解説３４編，技術報告１４編，研究総

覧１２編，その他 総頁数 ５６２頁

８．表彰活動
８―１）表彰活動

�第２５回（平成２６年度）プラスチック成形加工学会
論文賞

贈賞式：平成２７年６月３日�
タワーホール船堀 大ホール （順不同）

	第２回（平成２６年度）プラスチック成形加工学会
技術進歩賞

贈賞式：平成２７年６月３日�
タワーホール船堀 大ホール （順不同）

９．会員の異動状況
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１０．支部に関する件
１０―１）関西支部

支 部 長 西野 孝（神戸大学）

副支部長 徳満 勝久（滋賀県立大学）

中野 亮（東レエンジニアリング�）
山田 浩二（（地独）大阪市立工業研究所）

幹 事 樋口 裕思（大阪ガス�）
横山 敦士（京都工芸繊維大学）

会 員 １２５名

活動報告

・支部総会 平成２７年５月１３日�開催
・支部役員会 ３回開催

・講演会 ４回開催

・講習会 １回開催

・基礎講座 ２回開催

・見学会 １回開催

・ホームページ改訂

１０―２）東北・北海道支部

支 部 長 工藤 素（秋田県産業技術センター）

副支部長 金野 克美（北海道立総合研究機構）

小林伊智郎（�トーノ精密）
佐藤 善之（東北大学）

幹 事 杉本 昌隆（山形大学）

会 員 ６５名

活動報告

・支部総会 平成２７年４月２４日�開催
・支部役員会 １回開催

・講演会 ２回開催

・ホームページ改訂

１０―３）東海支部

支 部 長 王 志剛（岐阜大学）

副支部長 飯田 浩史（名古屋市工業研究所）

古橋 洋（浜名湖電装�）
榎本 和城（名城大学）

幹 事 西郷 栄人（豊田合成�）
中里 和市（ヤマハファインテック�）
才村 匡（ブラザー工業�）

会 員 ９７名

活動報告

・支部総会 平成２７年５月２２日�開催
・支部役員会 １回開催

・運営委員会 ５回開催

・講演会 ５回開催

・ホームページ改訂

Seikei―Kakou Vol. 28 No. 10 2016 （27）


