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学生会だより
関西学生会の活動
1．はじめに
関 西 学 生 会 は 関 西 地 区 の 24 の 大
学・高等専門学校（大学 18 校，高専
6 校）の学生員で構成され，各校を代
表する運営委員 50 名余を中心に活動
している．その活動は「メカライフの
世界」展と卒業研究発表講演会という
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九州学生会の活動
1．はじめに
九州学生会は，福岡東地区，福岡西
地区，佐賀・長崎地区，熊本地区，大
分地区，宮崎・鹿児島地区，沖縄地区
の大学 17 校および高等専門学校 9 校，
計 26 校により構成されている．
九州学生会での主な行事は，総会，
顧問会や幹事校会等の会議，見学会等
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今年度の交流会は，希望者を募り東

できるような企画を継続していければ
と思っている．
〔九州大学

岩本憲泰，工藤

奨〕

2013 年度メカライフの世界展

内 容
工大祭“メカニクスポ”
～Mechani-Expo 2013～
ロボメカワールド
～ロボット制御技術を応用した機械たち～
サイエンスワールド 2013
KSU ロボットプログラミングコンテスト「秋のロボット運動会」
メカトピア 2013
メカライフの世界展
「機械工学の最新研究に触れてみよう」
楽しいメカニカルワールド
ポンポン船を作ってみよう！
夢科学探検
見る！触れる！機械工学の研究・実験
ロボットと遊ぼう／スターリングエンジン
ロボットバトル 2013
簡単な音と振動の実験室
「メカライフの世界」展
ようこそメカワールドへ
2013 メカワールド
in Kagoshima University
“鹿児島高専文化祭「ロボットのしくみを学ぼう」”
ちびっ子エンジニアリング体験教室

開催年月日
2013.11.23～24

担当・会場
九州工業大学工学部

参加人数
500（名）

2013.10.19～20

北九州工業高等専門学校

754

2013.11.23～24
2013.9.29
2013.11.3，2013.11.10
2013.8.8

九州大学
九州産業大学
久留米工業高等専門学校
佐賀大学

450
30
250
80

2013.10.19～20
2013.11.2
2013.11.2
2013.8.11
2013.11.4
2013.10.12～14
2013.11.17
2013.8.3

長崎大学
佐世保工業高等専門学校
熊本大学
熊本高等専門学校
大分大学
大分工業高等専門学校
宮崎大学
都城工業高等専門学校

500
100
400
461
618
300
300
652

2013.11.24～25

鹿児島大学

160

2013.10.26
2013.11.23

鹿児島工業高等専門学校
琉球大学
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