日本セラミックス協会 2021度支部・部会行事予定
下記の予定表は日本セラミックス協会の支部・部会の2021年度の行事予定（2021年3月1日時点）を、ご参考までに掲載しているものです。
開催日等は予定のものであり、会議日程等が近づくにつれ変更となる場合がございますので、
行事一覧（日本セラミックス協会 主催・共催・協賛・後援行事等）：http://www.ceramic.or.jp/ihensyub/gyoji/n_gyoji_cersj.html
および下記の各支部部会HPでご確認をお願い致します。
（このページは2021年3月1日時点の予定で、更新されませんが、上記URLのページは随時更新されます）
各支部：http://www.ceramic.or.jp/csj/n_shibu.html
各部会：http://www.ceramic.or.jp/csj/n_bukai.html
なお、本部主催の行事につきましては下記に掲載しておりませんので、上記行事一覧でご確認頂ければ幸いです。
支部・部会名

開催月日

行事等名称

2021/ 7/下旬

2021/11/18～19 東北北海道支部研究発表会
東北北海道支部

共催・協力団体名

日本化学会北海道支部2021年夏季研究発表会
（日本化学会北海道支部、共催）
日本化学会東北支部、無機マテリアル学会北部支部、共催

未定（山形県内、福島県内）

2021/11/下旬 北海道地区セミナー

未定（北海道内）

2021/11/下旬 長岡・新潟地区講演会

未定（新潟県内）

2021/4/8 支部講演会
2021/8/2-3 リフレッシュ理科教室（応用物理学会、後援）
2021/9/1 セラミックス地域懇談会（長野県ファインセラミックス技術研究会、共催）
2021/9/21-22 研究発表会

北陸支部

未定（仙台市内）
-

山梨県立科学館

-

未定

-

千葉幕張メッセ国際会議場

2021/10/1 関西支部若手フォーラム（支部間交流）

-

未定

2021/11/1 高校でできるセラミックス実験

-

未定

2021/11/1 見学会

-

未定

2021/12/1 若手研究発表交流会

-

未定

2021/12/1 セラミックフェスタ in 神奈川（セラミックフェスタ in 神奈川実行委員会、共催）

-

未定
石川トライアルセンター(金沢）
（なお状況によりZoomによるリモート開催）

2021/5/21 春季特別講演会

2021/4/9 特別講演会

石川トライアルセンター(金沢）（なお状況によりZoomによるリモート開催）
陶磁器部会
耐火物技術協会東海支部

2021/6/17-18 若手セラミスト懇話会夏期セミナー

未定
未定

2021/11/27(予定) 学術研究発表会
2022/2/4(予定) 講演会

名古屋大学
陶磁器部会
耐火物技術協会東海支部

2021/4月予定 協会賞記念講演会
2021/7月予定 第15回関西支部学術講演会

2021/10月予定 第23回若手フォーラム

日本化学会、日本材料学会関西支部、ニューセラミックス懇話会

（未定）

日本化学会、電気化学会、高分子学会、応用物理学会、粉体粉末冶
金協会、日本希土類学会

（未定）
（未定）

（一財）岡山セラミックス技術振興財団
耐火物技術協会中国四国支部

岡山理科大学 50周年記念館

2021/11/27(仮) 第28回(2021年)ヤングセラミスト・ミーティングin中四国

（一財）岡山セラミックス技術振興財団
耐火物技術協会中国四国支部

愛媛大学工学部(仮)

第13回 耐火物の基礎学問研修(耐火物初級講座)
2021/5/20～21
((一財)岡山セラミックス技術振興財団、共催）

日本セラミックス協会中国四国支部
耐火物技術協会中国四国支部

ピュアリティまきび

日本セラミックス協会中国四国支部
耐火物技術協会中国四国支部

岡山シティホテル桑田町

日本セラミックス協会中国四国支部
耐火物技術協会中国四国支部

岡山シティホテル桑田町

2021/11/11～12 第12回 (2021年)セラミックスの基礎学問研修

耐火物工学セミナー(第2回耐火物中級講座)
2021/8/3～5
((一財)岡山セラミックス技術振興財団、共催）
2021/8/6

2021年 熱力学平衡計算ｿﾌﾄFactSageセミナー
((一財)岡山セラミックス技術振興財団、共催）

2021/4月 令和３年度春季特別講演会
九州支部

オンライン開催を予定
（未定）

2022/1月予定 新年特別講演会

中国四国支部

一般財団法人ファインセラミックスセンター
オンライン開催を予定

日本化学会，応用物理学会，粉体粉末冶金協会，粉体工学会

2021/9月予定 第9回技術研修会

2021/11～12月予定 支部セミナー

一般財団法人ファインセラミックスセンター
Hotel & Resorts ISE-SHIMA

2021/10/1(予定) 見学会
2021/11(詳細調整中) 若手セラミスト懇話会秋期講演会

関西支部

東京工業大学大岡山キャンパス

-

2021/11/(未定） 秋季研究発表会

東海支部

未定（秋田市内）

2021/11/下旬 山形・郡山地区セミナー

2021/11/下旬 仙台地区講演会

関東支部

開催場所
未定（北海道内）

九州工業大学（北九州市）またはオンライン

2021/8月～9月 第10回九州若手セラミックスフォーラム＆第50回窯業基礎九州懇話会
2021/10月 セラミックス研究交流セミナー（九州ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ・ﾃｸﾉﾌｫｰﾗﾑ（KFC）、共催）
2021/11月 令和３年度秋季研究発表会

熊本県玉名市（予定）
九州ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ・ﾃｸﾉﾌｫｰﾗﾑ（KFC）

未定
未定

支部・部会名

開催月日

行事等名称
2021/7/3 第54回基礎科学部会セミナー

基礎科学部会

2022/1/8-9 第60回セラミックス基礎科学討論会

共催・協力団体名
香川大学

未定

熊本大学

2022/3頃（予定） 2022年年会 基礎科学部会特別講演

未定

2021/6月24-25日 2021年度 資源・環境関連材料部会討論会
資源・環境関連材料部会

討論会：島根大学

2021/11月頃 2021年度 資源・環境関連材料部会講演会

未定

2022/3月頃 部会特別講演

未定？(2022年 年会会場)

2021/4月 特別講演（陶磁器部会協力）
2021/7月9日 第25回陶磁器部会講演会
陶磁器部会
2022/2月 第2回陶磁器部会九州地区講演会

(一財)ファインセラミックスセンター(名古屋市熱田区)
日本セラミックス協会東海支部
及び琺瑯部会

ウインクあいち1103室

日本セラミックス協会九州支部
及び琺瑯部会

未定

2022/2月 東海支部講演会(陶磁器部会協力)

未定

2021/8/26-28 第52回ガラス部会夏季若手セミナー
未定（2021年12月頃） 第62回ガラスおよびフォトニクス材料討論会
ガラス部会

京都市 コープイン京都
ガラス産業連合会

未定（2022年1月頃） The 32nd Meeting on Glasses for Photonics

未定

未定 第3回放射性廃棄物固化体討論会

未定

未定（2022年3月） ガラス部会特別講演

未定

2021年7月中旬 ほうろう技術研究会（第16回）

（一）日本琺瑯工業会

Web開催

2021年10月中旬 ほうろう技術研究会（第17回）

（一）日本琺瑯工業会

Web開催

2021年11月中旬 琺瑯部会技術講演会、および見学会

（公）日本セラミックス協会
陶磁器部会
（一）日本琺瑯工業会

名古屋地区

琺瑯部会

2022年1月初旬 ほうろう技術研究会（第19回）

（一）日本琺瑯工業会

Web開催

2021/09/ セメント若手の会 （後援）

未定

2021/09/ 秋季見学会

未定

2021/11/ セメント・コンクリート研究討論会 （協賛）

未定

2021/3/ 年会
2021/09 エンジニアリングセラミックス若手セミナー

未定
先進バルク材料とそのシステムの高信頼性化研究会（協力）

2021/09/01〜3 第34回秋季シンポジウム オーガナイズドセッション（協力）
エンジニアリングセラミックス部会

岡山
未定

未定（2022/2月頃） 2021年度ガラス表面・分析研究討論会

セメント部会

開催場所

未定

未定
山梨大学 甲府キャンパス（予定）

2021/11 第52回エンジニアリングセラミックスセミナー

東京工業大学 田町キャンパス（予定）

2022/03 2022年年会 部会特別講演

未定

2022/03 2022年年会 企業研究フロンティア講演
2022/03/27〜31 Sintering 2022

未定
日本学術振興会先進セラミックス第124委員会（共催）

長良川国際会議場

2021/6月 セラミック電子材料入門講座

オンライン

2021/9/1～3 秋季シンポジウム特定セッション

山梨大学

電子材料部会
2021/10～11月 第41回電子材料研究討論会

2021/10～11月 第39回エレクトロセラミックスセミナー
2021/9/1～3 日本セラミックス協会第34回秋季シンポジウム
生体材料関連部会

未定
未定
山梨大学（甲府キャンパス）（予定）

2021/12（予定） 第24回生体関連セラミックス討論会

京都大学（予定）

2021/12（予定） 第40回整形外科バイオマテリアル研究会

京都大学（予定）

2022/3（予定） 日本セラミックス協会2022年年会

未定

