（作成 2021/３/5）

◇主な活動内容
(1) 企画運営活動；

中国四国支部シニア会

＜これまでのイベント開催実績例＞
特別講演会

（一社）日本機械学会中国四国支部シニア会活動紹介と入会のおすすめ
◇シニア会設立主旨
一般社団法人日本機械学会では，シニアの持つ経験，技術，知恵の継承に努め，一般社会への啓発・情報発信
等を通して本会の発展に寄与することを目的として，全国各支部にシニア会が設立されております。中国四国支部におい
ても，1 年の準備期間を経て、2015 年 3 月 6 日にシニア会が設立され、活発な活動を展開しております。
現在、60 歳前後の世代は、幅広い経験を有し、創意工夫により世界を相手に、我が国の機械工学、技術をリードして
きたと言っても過言ではありません。今後も、その貴重な経験を生かし、学会、産業界に貢献していくことはもとより、後継に
英知を伝承していくことも重要な役割と考えます。
特に、近く定年退職を迎えられる会員の皆様におかれましても，今後とも本会にお留まり頂き，シニアライフを豊かなも
のにされますようお勧めする次第です。このような活動理念にご賛同いただける支部シニア会会員を常時募集しております。
中国四国支部シニア会規約、具体活動等は下記の中国四国支部 HP シニア会のサイトをご参照ください。
https://www.jsme.or.jp/cs/index.html

◇運営体制
（1) 役員として、運営委員長 1 名、副委員長 2 名、運営委員若干名を置き、委員長は役員を構成員とする運営委
員会を開催してシニア会の運営に当たります。支部幹事会からは、シニア会担当幹事が運営委員会に参加頂いていま
す。幹事会の支援を受け、シニア会独自の行事を企画して活動をしています。2018 年度から、2 地区に実務委員会

2018 年度～

（2）会員数

78 名（2018 年 4 月 1 日時点）

会員は原則、シニア会主催のイベントに無料参加できますが、交通費、懇親会費などは自己負担して頂きます。
日本機械学会中国四国支部

運営委員長

実務委員会（西）

4名

副運営委員長（東部）
運営委員

講演会企画、

交流

① 支部幹事会からの依頼による学生研究発表会の評価
② シニアを講師とする講演会、研修などの派遣
③ 支部賞候補者の調査、⑤ 中小企業に対する技術支援＊

第２回企業見学会の様子（コベルコ建機様訪問）
地元大学の学生さんも多く参加されました

（＊アドバイスを越える支援は適切な支援機関、大学等の仲介にとどめる）

(3) 会員交流活動
2018 年度より「振動・音響」同好会、2019 年度より「材料・加工」
同好会がスタートしました。同じ技術領域に関わっていた会員が
最近の情報や過去の取り組みを紹介し合い親睦を深めます。
新たな技術同好会も検討していきます。

②支部、本部への増強策の提案 など
実務委員会（東）

副運営委員長（西部）
運営委員

2016/9/1 三菱日立パワーシステムズ（株） 呉工場
2017/6/8 コベルコ建機(株) 広島事業所
2018/8/30 JFE スチール西日本製鉄所 広島県福山市
2019/7/10 三井 E&S マシナリー 岡山県玉野市

①シニア会活動の PR 活動

運営委員会

事務局

支部学生会

第 3 回定例講演会の様子（＠岡山国際交流センター）
三井造船の大津正樹 元支部長様に講演頂きました

(4) 会員増強活動

支部シニア会

幹事派遣

① 2015/11/28 @広島 RCC 文化センター
「混合潤滑モデルによるエンジンしゅう動部の摩擦摩耗予測」
宮内 勇馬 マツダ株式会社主幹
② 2016/11/25 @広島 RCC 文化センター
「高い衝突安全と軽量化を実現した最適化手法による超軽量・高強度フレーム断面技術」
本田 正徳 マツダ株式会社主任
③ 2017/11/18 @岡山国際交流センター
「舶用大型ディーゼルエンジン技術の進歩」
大津 正樹 三井造船株式会社アドバイザー
④ 2018/11/17 @広島 RCC 文化センター
「山口県の歴史と産業」 高井 英夫 元日立製作所 笠戸
⑤ 2019/11/16 @広島 RCC 文化センター
「30 年後のモビリティ社会に必要なもの」 佛圓哲朗 香川大学 教授
⑥ 2010/11/13 @ オンライン
「最新の耐震補強技術による火力発電ボイラの構造健全性維持」 相田 清 三菱パワー

(2) 支部支援活動

運営委員長 山本 幸男（元マツダ株式会社）（＊2018 年度より会長と運営委員長職を統合）
副委員長
金枝 敏明（東地区担当） （岡山理科大学）
副委員長
佐藤 一教（西地区担当） （三菱日立パワーシステムズ株式会社）
運営委員
７名

シニア会担当

第 4 回特別講演会の様子（＠徳島大学）
仁木特命教授に医学の世界の興味深い講演を頂きました

定例講演会

①
②
③
④

会
長
芳村 敏夫（徳島大学名誉教授）
運営委員長 森田 茂 （元マツダ株式会社）
運営委員
９名

支部幹事会

① 2015/3/5 @近畿大学工学部
「好適環境水を利用した魚類養殖について」 山本 俊政 岡山理科大学准教授
② 2016/3/8 @愛媛大学
「無細胞タンパク質合成法 -生物学から生物科学，生物工学へ-」
遠藤 彌重太 愛媛大学特別栄誉教授
③ 2017/3/6 @広島工業大学
「守るために変えていく（新型ロードスターの開発）」 山本 修弘 マツダ株式会社主査
④ 2018/3/6 @徳島大学
「肺 3 次元構造をマルチスケールで診る」
仁木 登 徳島大学大学院特命教授
⑤ 2019/3/6@山口大学
「脳科学に基づく感性イノベーションとものづくり」 農澤隆秀 広島大学特任教授
⑥ 2021/3/4 ＠岡山理科大学 オンライン
「曲がる恐竜の内側に立つな！ 曲がるマンモスの外側に立つな！」 同大 石垣 忍教授

企業見学会

を設け、より機動的な活動を行っております。
2015～2017 年度

肺 3 次元構造をマルチスケールで診る

①シニア会総会と特別講演会、 ②運営/実務委員会
③定期講演会、 ④企業見学会と交流会、 ⑤学生会との交流会

◇入会申し込み
（1）入会資格：60 歳以上の中国四国支部会員。55 歳以上 60 歳未満の入会希望者については，運営委員会が
認めた方。 機械学会員でない方は、機械学会の入会手続き後に申し込みをお願いします。
（シニア会としての会費は不要です。常勤職に就かれていないシニア会員は支部総会・講演会の登録費用が割引となります）

3 名

企業見学会企画など

同好会企画など

第１回「振動・音響」同好会の様子（＠徳島大学）
まずは自己紹介から。30 年前の苦労話も出てきました。

シニア会会員
（2018 年４月 1 日時点）

東部地区（広島東（東広島市以東）、岡山、鳥取、香川、徳島、高知）
西部地区 広島東を除く広島、山口、島根、愛媛、）＊大まかな区分けです。柔軟に対応します。

（2）申し込み方法
下記の支部 HP より入会申込書をダウンロードし、ご記入の上、支部宛て E-mail、ＦＡＸ、または郵便でご送付く
ださい。 また、ボランティアとしてシニア会運営活動に参加を希望される方は、その旨を支部までご連絡ください。
宛先： 一般社団法人 日本機械学会 中国四国支部
住所 〒 739-8527 広島県東広島市鏡山 1-4-1 広島大学工学部第一類内
TEL & FAX 082-424-7533
Email: cs-staff@jsme.or.jp
支部シニア会 HP； https://www.jsme.or.jp/cs/senior.html

【 人生百年時代、第ニの学会活動ステージ＜シニア会＞ 】

