
関西品質工学研究会　2014年活動予定表
◆ 毎月、外部講師招聘またはWG（ワーキンググループ）活動を予定しています。
◆ 通常の研究会以外に以下の特別研究会を予定しています。

★４月：（午前は見学、午後は通常の研究会）
★５月：京都・滋賀・関西合同研究会（京都府中小企業技術センター）
★７月：宿泊研究会（河内長野ユースホステル）
★10月：関西地区合同シンポジウム（滋賀）

◆ 通常の研究会は、会員持ち回りによる研究会を行います。担当の方は事例紹介、相談、話題提供をお願いします。
◆ 本年度は毎月午前中に会員持ち回りで田口玄一論説集の解説を行う予定です。
◆ 会員の方は発表当番候補月をご確認いただき、変更をご希望の場合、担当幹事まで連絡願います。

※1～6月担当幹事：鐡見太郎（三菱電機）、7～12月担当幹事：山口新吾（パナソニック）
※出席の都合がつかない場合は振替希望月を担当幹事までご連絡願いします。
※発表は当番以外でも随時受け付けています。ご希望の月度と内容を幹事までご連絡ください。 ★：特別研究会

開催日 項目 内容・当番（敬称略）
1/11(土) 総会 総会成立宣言

司： 太田 太田会長挨拶
議： 鐡見 2013年度活動報告

2013年度会計報告
2014年度幹事紹介
＜退任幹事＞鶴田明三（三菱電機）、高木正和（ヨクスル）、武重伸秀（マツダ）
＜今年度幹事＞
顧問　原和彦（ITEQ International）、中井功（アサヒ技研）
会長　太田勝之（シマノ）　副会長　清水豊（オフィスワイエス）
幹事　継続：鐡見太郎（三菱電機）、近藤真澄（日立マクセル）、山口新吾（パナソニック）
　　　新任：高濱正幸（三菱重工業）、井上徹夫（シマノ）、一階朋之（村田機械）
　　　会計：清水豊（オフィスワイエス）、会計監査：中井功（アサヒ技研）
　　　事務局：鐡見佳子（特別会員）
2014年度活動予定
2014年度予算計画

講演 原和彦顧問 ITEQ International 誤差について
外部講師講演 立林和夫 元富士ゼロックス

畠山鎮 エプソン
(日刊工業新聞）

新年会 研究会終了後、”旬魚菜居酒屋大北”にて懇親会
2/7(金) 外部講師講演

司： 鐡見 一階 テーマ検討1 坂東さん 和歌山大学
議： 高濱 テーマ検討2 髙木正和 ヨクスル

西田さん 和歌山大学
二ノ宮さん 日本工業大学

テーマ検討3 西川智晴 コニカミノルタ
(エル大阪） テーマ検討4 武重伸秀 マツダ

WG活動
3/1(土) テーマ検討1 鶴田明三 三菱電機

司： 山口　一階 テーマ検討2 真崎藤義 オムロン
議： 高濱 テーマ検討3 伊藤博人 ITEQ

(日刊工業新聞） テーマ検討4 大西寿章 タツタ電線
鐡見さん 三菱電機
太田さん シマノ

WG活動
4/4(金) 出張見学会 三菱電機 or アサヒビール （調整中）

高橋さん 三菱電機
★ 司： 高濱 テーマ検討1 吉田敦史 リコー

議： 井上 テーマ検討2 山科克佳 小林製薬
(場所は調整中） テーマ検討3 阪倉洋 ユニチカ

太田さん シマノ
中島さん シマノ

WG活動
5/9(金) 京都・滋賀・関西合同研究会

★ 司： 太田 外部講師講演 越水重臣 産業技術大学院大学 （調整中）
議： 一階 テーマ検討1 生田直人 ニイタカ

(京都府中小企業 テーマ検討2 （京都研究会）
技術センター） テーマ検討3 （滋賀研究会）

太田さん シマノ
Grディスカッション （6Grに分かれてフリーディスカッション）

6/7(土) テーマ検討1 中野一志 オムロン
司： 井上 テーマ検討2 原宣宏 神戸製鋼所
議： 鐡見 テーマ検討3 荒木正義 グラスバレー

(日刊工業新聞） テーマ検討4 小玉幸生 リコーエレメックス
山口 パナソニック

WG活動
第22回品質工学研究発表大会

7/4（金） テーマ検討1 荘所義弘 村田機械
★ -5（土） テーマ検討2 高橋康志 堀場製作所
合宿研究会 テーマ検討3 加藤重己 ブラザー工業

司： 一階 テーマ検討4 芝野広志 コニカミノルタ
議： 山口 テーマ検討5 逸崎重徳 タツタ電線

テーマ検討6 米津さん パナソニック
(河内長野YH) 外部講師講演 田口伸 ASI

WG活動
8/2(土) テーマ検討1 桧鼻佑貴 パナソニック

司： 鐡見 テーマ検討2 林一英 マツダ
議： 山口 テーマ検討3 山本達也 ヤマウチ

(日刊工業新聞） テーマ検討4 藤谷隆司 	シマノ
永倉さん ヤンマービジネスサービス　講演

WG活動
9/6(土) テーマ検討1 一階朋之 村田機械

司： 山口 テーマ検討2 井上徹夫 シマノ
議： 井上 テーマ検討3 川西将範 リコーテクノロジーズ

(日刊工業新聞） テーマ検討4 水谷大一 ナブテスコ
桧鼻佑貴 パナソニック
高濱正幸 三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ

WG活動
10/3(金) 外部講師講演 松坂昌司 

★ 外部講師講演 畠山鎮
関西地区合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ外部講師講演 近岡淳

司： 滋賀研究会 テーマ検討1 （京都研究会）
議： 一階 テーマ検討2 （滋賀研究会）

(場所未定） テーマ検討3 （関西研究会）  中井功
11/7(金) テーマ検討1 河島清孝 村田機械

司： 高濱 テーマ検討2 佐藤真一 ヒラタ精機
議： 井上 テーマ検討3 高田亨 ブラザー工業

(日刊工業新聞） 外部講師講演 手島昌一 アングルトライ
WG活動

12/6(土) テーマ検討1 齋藤圭佑 日本写真印刷
司： 井上 テーマ検討2 志茂光昭 コニカミノルタ
議： 一階 テーマ検討3 高濱正幸 三菱重工業

(日刊工業新聞） テーマ検討4 村瀬百慶 原子燃料工業
桧鼻佑貴 パナソニック
佐藤真一 ヒラタ精機

WG活動
1/10(金) 総会 2014年活動報告・会計報告、2015年度活動計画・予算検討・幹事承認

司： 太田 講演 原和彦顧問　新春記念講演
議： 高濱 外部講師講演

(場所：日刊工業新聞）WG活動
新年会

※品質工学会への活動報告は、「議事録担当作成→中井顧問確認→学会提出」の流れで実施
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