
	 

	 

	 

	 

平成24年度	 (社)日本セラミックス協会	 関東支部	 

支	 部	 大	 会	 次	 第	 
	 

	 

平成２４年４月２４日(火)	 

	 (於：セラ協本部	 ３階会議室)	 

	 

	 

	 

１．	 開会の辞	 	 	 篠	 崎	 
	 

２．平成23年度	 行事報告	 櫻	 井	 
	 

３．	 平成23年度	 決算報告	 櫻	 井	 

	 

４．	 平成24年度	 役員(案)	 篠	 崎	 
	 

５．	 平成24年度	 行事計画(案)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 櫻	 井	 
	 

６．	 平成24年度	 予算(案)	 櫻	 井	 
	 

７．	 閉会の辞	 	 篠	 崎	 

	 
	 



支部・部会活動まとめ

支部・部会名 開催月日 会議および行事名称 開催場所 内容

関東支部 2011/4/6 H22年度　第５回常任幹事会 日本セラミックス協会本部
出席21名,委任状10通。議題はすべて議案通り承
認された。

関東支部 2011/4/27 支部大会 日本セラミックス協会本部
出席23名,委任状17通。議題はすべて議案通り承
認された。平成23年度役員（案）が承認された。

関東支部 2011/4/27 第１回常任幹事会 日本セラミックス協会本部
出席23名、委任状17通。議題はすべて議案通り承
認された。支部改革WGの設置が承認された。

関東支部 2011/7/21 第2回常任幹事会 日本セラミックス協会本部
出席20名、委任状16通。議題はすべて議案通り承
認された。H23協会賞の支部推薦応募者の決定を
行った。

関東支部 2011/9/29 - 9/30 研究発表会/特別講演 千葉大学けやき会館

130名が参加した。口頭発表が65件、ポスター発
表が23件行われた。併せて特別講演「通信インフ
ラを支える光ファイバ・ケーブル」村田暁氏（フジク
ラ）の講演を開催した。

関東支部 2011/9/30 第3回常任幹事会 千葉大学
出席23名、委任状13通。議題はすべて議案通り承
認された。支部改革WGの答申があり、支部改革
について議論を行った。

関東支部 2011/11/11 見学会
太平洋セメント（熊谷工場）、山村
硝子

参加17名（内学生11名）であった。

関東支部 2011/10/27 秋季教室 山梨大学

参加者73名、講演「オンリーワンを目指す己に課
す条件」進藤勇氏（クリスタルシステム）、「二次電
池の現状と未来」中山有理氏（ソニー）が行われ
た。

関東支部 2011/11/14 第４回常任幹事会 早稲田大学
出席17名、委任状14通。議題はすべて議案通り承
認された。

関東支部 2011/12/3 若手交流発表会 早稲田大学
参加者37名（内発表者21名）であった。若手研究
者の交流の場として、十分な成果が認められた。

関東支部 2011/12/13 第５回常任幹事会 日本セラミックス協会本部
出席12名、委任状16通。議題はすべて議案通り承
認された。

関東支部 2012/3/19 第6回常任幹事会 メール審議
参加者２７名。H23年度決算案とH24年度予算案
が提示され審議された。

関東支部長　篠崎和夫　

関東支部

平成２３年度　　事業報告　（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）　



支部・部会名 開催月日＊1 行事名称（討論会・セミナー等） 開催場所

関東支部 2012/8/8-8/9 第28回関東支部研究発表会 静岡大学

関東支部 2012/8/8-8/9 同　招待講演（学生会員へのサービス） 静岡大学

関東支部 2012/10 中~下旬 関東支部 若手研究発表交流会 未定

関東支部 2012/11 ごろ 関東支部見学会 未定

関東支部 2012/5~11(複数回実施) セラミックス地域懇談会 未定

支部・部会名 開催月日＊1 会議（総会・役員会等） 開催場所

関東支部 2012/4/24 支部大会 セラ協本部

関東支部 2012/4/24 第１回常任幹事会 セラ協本部

関東支部 2012/7 下旬 第２回常任幹事会 セラ協本部他

関東支部 2012/8/8 第３回常任幹事会 セラ協本部他

関東支部 2012/12 初旬 第４回常任幹事会 セラ協本部他

関東支部 2013/1~2 初旬 第５回常任幹事会 メール審議の予定

関東支部長　篠崎和夫

平成２４年度　　事 業 計 画（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

関東支部



平成２４年度	 関東支部常任幹事会	 役員	 
	 

	 氏	 	 名	 	 所	 属	 	 役	 	 員	 委員会、本部委員等	 

篠崎	 	 和夫	 東京工大	 支部長	 

菅原	 義之	 早稲田大学	 副支部長/常任幹事	 普及・啓発委員長	 

阿部	 修実	 茨城大学	 常任幹事	 	 

伊熊	 泰郎	 神奈川工大	 常任幹事	 見学会委員長	 

板谷	 清司	 上智大学	 常任幹事	 見学会副委員長	 

大石	 知司	 芝浦工大	 常任幹事	 	 

大柿	 真毅	 SII ナノテク	 常任幹事	 広報幹事	 

大神	 剛章	 太平洋セメント	 常任幹事	 見学会	 

大本	 英雄	 セントラル硝子	 常任幹事	 見学会	 

岡田	 	 繁	 国士舘大学	 常任幹事	 	 

掛川	 一幸	 千葉大学	 常任幹事	 (前発表会委員長)	 

木枝	 暢夫	 湘南工大	 常任幹事	 若手研究発表交流会委員長	 

小嶋	 芳行	 日本大学	 常任幹事	 (前見学会委員長)	 

小西	 幸宏	 太陽誘電	 常任幹事	 講演会副委員長	 

齊藤	 智行	 ＴＤＫ	 常任幹事	 講演会	 

鈴木	 久男	 静岡大学	 常任幹事	 発表会委員長	 

単	 	 躍進	 宇都宮大	 常任幹事	 表彰委員長	 

武井	 	 孝	 首都大東京	 常任幹事	 	 

多々見純一	 横浜国立大学	 常任幹事	 	 

田中	 	 功	 山梨大学	 常任幹事	 表彰副委員長	 

樽田	 誠一	 信州大学	 常任幹事	 

塚田	 峰春	 富士通	 常任幹事	 講演会委員長	 

西村	 聡之	 物材機構	 常任幹事	 	 

野村	 	 修	 品川白煉瓦	 常任幹事	 若手研究発表交流会	 

鳩野	 広典	 ＴＯＴＯ	 常任幹事	 若手研究発表交流会	 

花屋	 	 実	 群馬大学	 常任幹事	 	 

樋口	 昌史	 東海大学	 常任幹事	 行事企画派遣委員	 

藤原	 	 忍	 慶応大学	 常任幹事	 (前若手研究発表交流会委員長)	 

増野	 敦信	 東京大学	 常任幹事	 広報幹事	 

松下	 伸広	 東京工大	 常任幹事	 	 

安盛	 敦雄	 東京理大	 常任幹事	 若手研究発表交流会副委員長	 

山口	 尚志	 三菱マテリアル	 常任幹事	 講演会	 

綿打	 敏司	 山梨大学	 常任幹事	 

櫻井	 	 修	 東京工大	 幹	 	 事	 庶務幹事	 

柳瀬	 郁夫	 埼玉大学	 監	 	 事	 発表会副委員長	 

冨川	 雅夫	 旭硝子	 監	 	 事	 

丹羽	 紘一	 富士通	 顧	 	 問(H13-14)	 

木野村暢一	 山梨大学	 顧	 	 問(H15-16)	 

野村	 武史	 ＴＤＫ	 顧	 	 問(H17-18)	 

小林	 秀彦	 埼玉大学	 顧	 	 問(H19-20)	 

高木	 	 悟	 旭硝子	 顧	 	 問(H21-22)	 
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