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はじめに

前の５年間に小康を取り戻して安定軌道に載る

かと見えた経済・政治情勢もこの５年間には乱高

下して、直近の2011（平成23）年３月11日には東

日本大震災が突発し、情勢は混沌として先の見通

しの付き難いことになった。

幸い当協会ではこの期間、江見会長を中心とす

るリーダーシップによって、新しい企画を進めて

積年の問題を解決し、技術と社会の進歩を取り込

んで協会活動の改革を成し遂げ、将来への確かな

歩みを踏み出すことができた。以下に具体的に、

これらの成果を報告することができるのは誇らし

いことである。

新公益法人制度への移行

2006（平成18）年６月、公益法人制度改革関連

３法が公布、2008（平成20）年12月に施行された。

当協会もこれに対応する必要があり、2008（平成

20）年９月新法人移行検討委員会を立ち上げて検

討を開始した。新制度に移行の際に、公益社団法

人となるか、一般社団法人かの選択があり、それ

ぞれに一長一短があるので慎重な検討が必要であっ

た。情報収集のための勉強会を含む委員会で検討

の結果、一般社団法人を選ぶことになった。この

ため定款も修正の必要があるので、これらの検討

結果をまとめて2010（平成22）年５月25日の第29

回通常総会に上程し審議の結果、一般社団法人へ

の移行と関連する定款の改定が了承を得た。

2010（平成22）年10月15日、内閣府公益認定等

委員会に電子申請、翌年３月22日移行が認可され、

４月１日移行登記が完了した。当協会の目的であ

る「粉体に関する鉱工業技術の開発および普及を

通じて粉体関連工業の発展を図りもって我が国経

済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること」

は変わらず、現在までの事業をそのまま継続する

「継続事業」（公益事業）と「その他事業」（収益

事業および共益事業）に分けて申請し認可された。

新しい制度により監督官庁が経済産業省から当面

内閣府公益認定等委員会となり、名称や規定が多

少変わることになる。

江見会長の４ツの目標

2006（平成18）年５月、第25回総会の理事改選

に続く第２回理事会で、会長に選出された金沢大

学名誉教授 江見 準
ひとし

氏は、当協会にとって14年

振りの学界出身の会長である。創立35年を経て内

容の充実してきた協会に、創業の精神に戻ってダ

イナミックな活動を繰り広げるべく、新しい４ツ

の目標を翌年の第26回総会において提示された。

１．産学官連携の強化

２．全国的規模での粉体企業の発掘、特に東北・

北海道に着目

３．ナノテク分野の強化
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日本粉体工業技術協会 最近の５年

2006（平成18）年 ～ 2010（平成22）年

当協会は1996（平成８）年、創立25周年を記念して「25年史」を刊行したのち、５年おきに

「最近の５年」と題して、その間の協会活動を報告する文書を刊行してきた。創立40周年を記念

するこの「最近の５年」の叙述は2006（平成18）年より2010（平成22）年を対象とするが、年表

その他の付表については前の５年史で省略した、2001（平成13）年から2005（平成17）年までを

含む10年間を包括している。



４．人材育成の問題

それぞれの目標に対して積極的な対応が行われ、

それぞれに成果を挙げることができた。以下に順

を追って報告する。

産学官連携の強化：APPIE産学官連携フェア

産業界と学・官界との連携は当協会にとって創

業の旗印の一つである。特に学界で生まれた新し

い技術のシーズを産業界で活用することを目指し

て、粉体工業展大阪2007の機会にニーズとシーズ

の出会いの場を設けようと、APPIE産学官連携

フェア2007が企画され、福森義信神戸学院大学教

授を委員長として、実行委員会が組織された。

10月18日（木）、粉体工業展大阪2007の３日目、

展示会場インテックス大阪内の国際会議ホールに

会場が設営され、シーズ100件が発表されて、180

人の産業界よりの参加があった。３分のオーラル

プレゼンテーションとポスタープレゼンテーショ

ンのあと交流会が開かれ、参加者は出展された技

術について情報交換を行った。このスタイルは次

の粉体工業展大阪2009でも受け継がれ、産学ニー

ズとシーズの出会いの場として定着しつつある。

全国的規模での粉体企業の発掘：東北地方への会

員増強キャンペイン

法人会員の分布が太平洋ベルト地帯に偏ってい

ることは以前から認識されていたが、粉体技術を

全国に広めることが大切であると総務委員会に指

示され、まず、法人会員の少ない東北地方に向かっ

て会員増強活動を始めることになった。2007（平

成19）年12月、みやぎ工業会との共催で「粉体技

術の探訪」というタイトルの連携交流会を開催し、

続いて東北地方での技術者の会合の機会に当協会

の広報を行う他、分科会の東北地方での開催を推

奨するなど、継続したキャンペインを行った。こ

れらについては神田良照山形大学名誉教授、齋藤

文良東北大学教授の甚大なご協力を戴き推進した。

もともと当協会の活動とマッチしたビジネスス

タイルを持つ企業が少ないので、量的に目立った

会員増強には至らなかったけれども、粉体技術が

東北・北海道地方の技術者に認知され、目立たな

いが以後も継続した広報活動が続けられている。

ナノテクノロジー分野の強化

ナノテクノロジー分野に対しては、2001（平成

13）年４月に微粒子ナノテクノロジー分科会が発

足し、この分野の情報交換・会員への啓蒙活動を

行ってきたが、各分科会を通じて横断的に関わり

があるナノ粒子の安全性について、江見会長もメ

ンバーに加わり検討委員会が、2006（平成18）年、

川島嘉明愛知学院大学教授を委員長とし臨時委員

会として立ち上げられた。これは2008（平成20）

年まで継続し、2009（平成21）年以後、特別委員

会・ナノ物質の安全性向上のためのガイドライン

作成委員会に引き継がれている。

委員会は2006（平成18）年「ナノ粒子の安全性：

検証と課題」を発行、2008（平成20）年１月には

東京・虎ノ門パストラルで「ナノ粒子の安全性と

評価技術シンポジウム」を開催した。さらに同年

８月には東京ガーデンパレスで「ナノマテリアル

製造・取り扱い作業における管理手法に関するシ

ンポジウム」、11月には虎ノ門パストラルで「ナ

ノ粒子テクノロジーの国際動向 レギュレーショ

ンと安全性 に関するシンポジウム」、翌年２

月には同じ場所で「ナノ粒子曝露防止技術・管理

技術の基礎と実際シンポジウム」を開催しそれぞ

れ80名を超える参加者を集めた。

厚労省、経産省、環境省など関連する官庁と連

絡を持ちながら本事業は継続し、2009（平成21）

年以降は特別委員会・ナノ物質の安全性向上のた

めのガイドライン作成委員会に引き継がれて事業

が継続している。

東京・大阪で開催される粉体工業展では、毎回、

ナノテクノロジーに関する特別コーナーを設け、

集中的に関連する展示を行い、技術講演などを行っ

ている。

人材育成の問題：粉体エンジニア早期養成講座の

発足

人材育成委員会は年３回、「営業・管理部門の

若手のつどい」を開催している。これは評判も良

く継続して実施されている。
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2007（平成19）年には、経産省「中小企業産学

関連製造中核人材育成事業」における「化学関連

産業中核ケミカルエンジニア早期育成事業」のう

ち「粉体エンジニアコース」を化学工学会から受

託した。

本事業は、企業現場で実習なども盛り込んだ実

践的教育システムの構築を図るもので、教材の作

成から実証講座までを行う。講座は10科目：基礎

論、計測・測定、粉砕、分級、混練・混合、粒子

加工、乾燥、集じん・ろ過、バルクハンドリング

Ⅰ／輸送・供給、バルクハンドリングⅡ／貯槽、

で、受講生は大学院修士課程終了の学生から企業

の技術者（経験１～７年）、各講座約10名として

いる。企業技術者にはこの講座を受講する前に

「粉体入門セミナー」を修了しておくことを推奨

している。

この事業実行のため、人材育成委員会の下に大

川原正明氏（大川原化工機㈱）を委員長とする中

核小委員会を組織し、産学の協力を得て教材の作

成から着手し、年度内に計測・測定、粉砕の２講

座の試行まで行った。続く2008（平成20）年に、

各方面の協力を得て全10講座を試行、以後毎年、

「粉体エンジニア早期養成講座」として教育部門

で実施している。

以上の江見会長の４ツの目標に沿って展開され

た事業は、引き続き継続して実施されている。

広報関連事業

粉体技術の発刊、APPIENEWSの終刊

協会監修誌の「粉体と工業」、協会機関紙の

APPIENEWSの２種類の月刊発行物のあった協

会は、月刊の「粉体技術」に一本化して協会が刊

行することになり、大矢仁史北九州市立大学教授

を委員長として、監修誌「粉体と工業」編集委員

会をベースに再編成し、新しく組織された編集委

員会の編集により、2009（平成21）年１月より京

都・協会本部が「粉体技術」を刊行することになっ

た。

Ａ４判約100ページで、特集記事により粉体技

術の最新のトピックスを追い、毎号、協会活動の

案内、会員企業の技術開発の動向、粉体工学会誌

（和文、英文）の内容案内、協会活動報告などを

幅広く広報するものであり、毎年２月（時に３月）

号の粉体工業展特集、４月号の分科会特集で協会

の主要行事を詳しく報道する。機関誌色を強調す

ることなく、一般専門誌として広く世に粉体技術

の成果を広報する方針の下に運営され、発足３年

になろうとする現在軌道に載ってはいるが、今後

ますますの発展が期待されている。

定期刊行物の一本化は協会の永らくの問題であっ

たが、江見会長の英断と実行力でこの時期に実現

することになった。

eメディア：APPIEメルマガの発足

協会のホームページは1996（平成８）年に始ま

り、協会事業の広報、標準粉体の詳細説明と販売

活動などに活用されてきた。和文と英文の内容は

都度更新され、アップデートの情報提供と連絡・

通達に働いている。

2009（平成21）年７月13日、APPIEメルマガ

創刊号が発信され、以後一カ月おきに約30,500の

送信先に発信している。協会活動を広く一般に認

知してもらい活動成果を広報するに有用なメディ

アである。

協会に関連する出版物

協会活動を海外に紹介する目的で、英文Ａ４判

２頁のAPPIEannualReportが2007（平成19）

年創刊され、以後毎年７月に刊行されている。

2005（平成17）年９月、粉砕分科会が編集し出

版された「先端粉砕技術と応用」の韓国語版が

2007（平成19）年に出版され、記念シンポジウム

が同年12月ソウル国立大学で、粉砕、分級ふるい

分け、混合・成形の合同分科会の主催により開催

された。

ナノ粒子の安全性についての冊子、粉塵爆発・

火災への安全に関するテキストも出版された。
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国際交流関連

国際交流

従来から継続している、２年毎のシカゴでの

Powder&BulkSolids、１年半毎のニュルンベ

ルクでのPOWTECH、毎年開催される上海での

国際粉体工業展への代表者の派遣とブース開設に

加えて、2008（平成20）年には北京での粉体工業

展が始まり、ブースが開設され協会代表として江

見会長と辻裕海外交流委員長が派遣された。

アジア粉体工学シンポジウムAPT2007は北京、

APT2009はニューデリーで開催され、それぞれ

に江見会長を団長とする訪問団が参加した。イン

ド・ムンバイでは2011（平成23）年２月、

ChemTECHWORLDEXPO2011が開催され、

ブースを開設し辻委員長を団長とする訪問団を派

遣した。アジア地域との交流は以上のように頻繁

に行われたが、 長く続いたニュルンベルク

POWTECHでのブース開設は2008（平成20）年

で終了した。

分科会の国際交流は活発で、海外でのセミナー

開催、視察団派遣や海外からの参加者を交えた分

科会が行われている。

国際規格に関連する事業

ISOなど国際規格の制定に参画した活動は古

くから継続して行われ、国際会議にも都度参加し

て討議に加わっている。微粒子特性の評価につい

てはISO/TC24/SC4で国際的に永年の間検討が

行われ、これに対応するISO/TC24国内委員会が

活動してきた。また、ふるい規格についてISO/

TC24/SC8があり、これにも対応してきた。一方、

集じん用ろ布の性能と耐久性の国際規格化につい

てフィルター標準化特別委員会が活動している。

2008（平成20）年、これらの活動を再編成する

ISO対応委員会が増田弘昭京都大学名誉教授を

委員長として発足した。これは以前の委員会活動

をそれぞれ小委員会として継承する。ISO/

TC24/SC4国内委員会事業を継承するのは大谷吉

生金沢大学教授を委員長とする粒子特性評価小委

員会、SC8に対応するのは内海良治氏を委員長と

するふるい小委員会、集じん用ろ布の事業を継承

するのは米田仡氏を委員長とする集じん用ろ布小

委員会（平成23年度より集じん技術小委員会に改

称）である。以後、それぞれの小委員会が国際会

議など対外折衝に活躍している。

分科会活動

分科会活動については毎年「粉体技術」４月号

が分科会特集として、各分科会の毎年の活動内容

とその分野の技術動向が詳しく報道されるように

なった。この期間の分科会活動の特徴としては、

合同分科会が多くなったこと、海外開催が多くなっ

たこと、が挙げられるであろう。

合同分科会が増えた背景には、従来の技術の範

囲を超えた新しい事態が多くなったこと、１月の

分科会連絡会議などで幹事の間での連絡が良くなっ

たことなどが考えられる。海外開催は企業活動の

グローバル化の影響が見逃せない。ACHEMA

2009では、粒子加工技術、微粒子ナノテクノロジー、

晶析の分科会が会場内でセミナーを開催し、その

前後にヨーロッパ各地の技術拠点をそれぞれに訪

問・見学した。2008（平成20）年のシカゴ粉体工

業展では、バルクハンドリング分科会の主催でセー

ルス部門代表の立食パーティが開かれ39名の参加

者があった。同分科会はPOWTECH2010へも訪

問団を派遣している。

2007（平成19）年のソウルでの開催に続き、

2009（平成21）年には仙台で粉砕、分級ふるい分

け、混合・成形各分科会の合同で韓国よりの参加

者を交え第２回日韓粉体技術シンポジウムが開催

された。

プロジェクト型分科会の電子写真技術分科会は

2010（平成22）年度で終了し、次年度より新しく

常置型の静電気利用技術分科会として発足するこ

とになった。
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粉体工業展

偶数年春の粉体工業展名古屋、秋の国際粉体工

業展東京、奇数年の粉体工業展大阪の開催は順調

に進められ、概要は付表にまとめた。

2010（平成22）年秋の国際粉体工業展東京2010

は、会場を幕張メッセより東京ビッグサイトに変

えて開催された。永らくの念願の移転ではあった

が、期日が12月１日（水）より３日（木）までと

少し遅い時期になったのには不安もあった。しか

しながら近くて便利なアクセス、ゆったりした展

示場での開催は各方面から喜ばれる結果となった。

粉体工業展大阪2009は10月21日（水）より24日

（土）まで、家族連れや中・小学生までの来場に

期待して初めて土曜日開催とし、これに対応する

イベントも企画した。反応は長い眼で見る必要が

ある。

中部パックと共催して続けてきた粉体工業展名

古屋は、東日本大震災を機に2010（平成22）年を

もって終了することになった。

粉塵爆発関連

粉塵爆発委員会には土橋律東京大学大学院教授

が2007（平成19）年より副委員長、2009（平成21）

年より榎本兵治東北大学名誉教授と交替して委員

長を務められている。

規格については「可燃性粉じん・空気混合気の

最小着火エネルギーの測定方法」が協会規格

SAP-12-10として2009（平成21）年に制定され、

耐爆構造規格について検討が行われている。

テキスト「粉じん爆発・火災対策」は2007（平

成19）年オーム社から出版されたが、その実務編

である「実務者のための粉じん爆発・火災安全対

策」が2009（平成21）年オーム社より出版された。

これらのテキストを活用して、粉塵爆発・火災

安全研修が開始され、2009（平成21）年をトライ

アルとし、初級は毎年秋に関西・関東交互に開催

されることになり、2010（平成22）年９月に学研

都市・同志社大学快風館で92名、中級は隔年春に

清瀬・労働安全衛生総合研究所で開催することに

なって、2011（平成23）年３月に63名で開催され

た。

規格制定への参画

協会規格、JIS規格には規格委員会が対応して

いる。永らく委員長を務めて戴いた内海良治氏

（元産総研）が2010（平成22）年、副委員長の遠

藤茂寿氏（産総研主任研究員）と交替された。具

体的なJIS規格の制定作業は毎年、臨時委員会

を編成しこれに当たっている。この期間、集じん

用ろ布に関するJIS規格が４件、微粒子解析に

関するJIS規格が８件、同じくISO規格が17件

制定された。

ISO規格に関連する活動は、ISO対応委員会

が組織された。内容は国際交流関連の項で説明し

ている。

産学技術交流推進部門の発足

粉体工業技術センターには、2010（平成22）年

度より、けいはんな学術文化研究都市の同志社大

学・微粒子科学技術研究センター（快風館）とタ

イアップし、竹内和氏（㈱島津総合分析センター）

をマネジャーとして、協会会員企業と研究者の交

流を促し技術相談・共同研究などの要望に応じら

れる粉体技術研究の現場を確保するために、新し

くこの部門が発足した。

同年度には粉体エンジニア早期養成講座が数講

座開催され、粉じん爆発・火災安全研修（初級）

を実施した。技術相談に数件応じる他、独自に企

画して「粉体技術開発に役立つ粉体シミュレーショ

ン」セミナーを京都タワーホテルで開催して、

100名余りの参加者を集めるなどの活動を始めて

いる。
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教育事業関連

毎年初夏の候に京都・東京で交互に実施してい

る「粉体入門セミナーⅠ、Ⅱ、Ⅲ」（各２日間）

は好評で継続し、50名を超える参加者を集めてい

る。2007（平成19）年にはテキストを一新し、受

講修了証を発行することになった。

分科会・委員会で企画される粉体専門講座は毎

年数件ずつ開催されている。2009（平成21）年よ

りは、粉体エンジニア早期育成講座が教育部門で

運営されるようになり、さらに、粉じん爆発・火

災安全研修が初級と中級に分けて開始された。

標準粉体事業

標準粉体の販売売上高はこの期間、年間８千万

円を上下している。景気、特に自動車産業の景況

による影響は大きく、2008（平成20）年のリーマ

ンショック世界不況によって大きく落ち込んだが、

翌年には回復した。

測定装置の精度検定に使用する検定用粒子のメ

ニューも揃い、１～10ミクロン、10～100ミクロ

ンの検定用粒子MBP1-10、MBP10-100、比表面

積検定用粉体RPSA-1,2,3を2007（平成19）年よ

り発売、粒子径分布検定用粒子MBP3-30も2009

（平成21）年には、JISZ8900-1が制定されたのを

機に発売した。

電気・電子機器を対象にした砂じん試験用粉じ

ん・砂の商品化も2009（平成21）年以降検討を始

めている。

2006（平成18）年、NEDOより「サブミクロ

ンおよびナノ領域における検定用粒子の作製と標

準化」を受託し、開発したサブミクロン領域の試

験用粒子について商品化に着手した。

技術情報交流懇話会

東京での火曜会は従来年６回、新年会以外主と

して偶数月の開催であったが、2010（平成22）年

より年４回の開催となった。大阪での木曜会年４

回、名古屋での水曜会年３回、福岡あるいは中国・

九州地区での金曜会年３回の開催で、各地域の当

番会社のお世話によって興味深いテーマの講演を

聞き、協会会員相互の懇親を深め、新たな会員の

勧誘に活用され、毎回安定した参加者を集めてい

る。

従来、各会合での講演内容要旨を毎回、

APPIENEWS紙上で紹介してきたが、同紙の終

刊と粉体技術の発足により、講演内容を講演者に

お願いして粉体技術に寄稿いただくことにした。

ほとんどの講演者が快く応じていただき、粉体技

術の掲載内容を豊かにすることに役立っている。

会員数の上昇と新体制の発足

付表の通り、法人会員は2001（平成13）年以来

減少の一方であったが、2009（平成21）年252社

をもって底打ちし、2010（平成22）年には24社の

入会を得て上昇した。政治・経済の不透明さと景

気の先行きには不安感が多いが、将来に対する明

るいシグナルと受け止めたい。

2010（平成22）年５月25日（火）第29回総会に

おいて理事が改選され、引き続く第２回理事会で、

大川原武氏（㈱大川原製作所）が会長に選出され

た。

新しい法人制度への移行も順調に進み、懸案の

国際粉体工業展東京のビッグサイトへの移行も無

事実現し、リーマンショックの景気の落ち込みも

回復してきた感じではあったが、年度終わりに近

い３月11日、思いがけぬ東日本大震災が突発し、

これへの対応が火急の要となった。

基本資料

総会資料 第26回「2006（平成18）年度」～

第30回「2010（平成22）年度」

APPIENEWS No.202～237

粉体技術 Vol.1No.1～Vol.3No.3
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会 員 数 の 推 移

年 度 2001
（平成13）

2002
（平成14）

2003
（平成15）

2004
（平成16）

2005
（平成17）

2006
（平成18）

2007
（平成19）

2008
（平成20）

2009
（平成21）

2010
（平成22）

法人会員

期末在籍数 298 289 279 272 259 265 269 274 252 271

入会数 14 14 9 5 3 13 12 14 7 24

退会数 15 23 19 12 16 7 8 9 29 6

個人会員

期末在籍数 72 72 75 74 74 73 73 75 76 74

入会数 13 0 3 2 4 2 4 9 3 1

退会数 8 0 0 3 4 3 4 4 2 3

賛助会員

期末在籍数 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9

入会数 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

退会数 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

協 会 役 員 の 推 移

2001
（平成13）

2002
（平成14）

2003
（平成15）

2004
（平成16）

2005
（平成17）

2006
（平成18）

2007
（平成19）

2008
（平成20）

2009
（平成21）

2010
（平成22）

会 長 土井 修 土橋健夫 江見 準 大川原武

副 会 長 向阪保雄 真鍋 功

〃 命尾晃利 大川原武 増田弘昭

〃 川島嘉明 山田幸良

専務理事 佐藤文雄 辻 義廣

〃 小川恵右

理事･顧問 天野牧男 土井 修

特別顧問 豊田隆三

顧 問 豊田隆三 向阪保雄

〃 矢澤英雄 江見 準

〃 天野牧男

〃 土井 修

〃 土橋健夫

参 与 外山茂樹

〃 増野鋼四郎

〃 命尾晃利

〃 佐藤文雄 川島嘉明



―9―

2001
（平成13）

2002
（平成14）

2003
（平成15）

2004
（平成16）

2005
（平成17）

2006
（平成18）

2007
（平成19）

2008
（平成20）

2009
（平成21）

2010
（平成22）

理 事 川島嘉明

〃 島田啓司

〃 大川原正明

〃 加藤文雄

〃 増田弘昭

〃 松島 徹

〃 渡部 尚

〃 中村康彦

〃 矢澤明人

〃 金岡千嘉男

〃 大川原武 綾部統夫

〃 山本英人 後夷光一

〃 高嶋武志 齋藤文良

〃 佐藤文雄 杉山周宏

〃 植田玄彦 辻本 進

〃 真鍋 功 堀 哲郎

〃 林 恒美 平井修司 三谷哲雄 石田俊二

〃 曽田正浩 渡邊陽寛 伊藤正康

〃 土橋健夫 小�公利 遠藤茂寿

〃 長谷川善美 金子貫太郎 北崎宏典

〃 増野鋼四郎 江見 準 斉藤直史

〃 奈良自起 中川幸也 桑原好孝 竹内洋文

〃 辻 裕 矢萩 恭一 丸尾俊雄 棚橋純一

〃 伊藤公雄 山田幸良 田畑信行

〃 鈴木誠之 向阪保雄 野上 宏

〃 橋本和也 伊ケ崎文和 六車嘉貢

〃 小川恵右 矢澤英実

〃 辻 義廣 中川晴雄

〃 細川悦男 野城 清

〃 豊見 昭

〃 田久保隆幸

〃 竹内 和

〃 赤堀肇紀

〃 谷本友秀

〃 日高重助

監 事 菅原一博

〃 中川晴雄 新井英植

※ は左に同じ，順不同
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委 員 会 の 推 移
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分 科 会 の 推 移

粉体工業技術センターの推移
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粉体工業展の推移

2001年

（平成13年）

粉体工業展・大阪2001

粉づくり・ものづくり・夢づくり 粉の技術

11月６日�～９日� 10：00～17：00 インテックス大阪 １・２号館

出展社 142社、展示規模 520小間

来場者総数

44,566名

６日�曇後晴

8,906名

７日� 晴

10,833名

８日� 曇

12,109名

９日� 曇

12,718名

特記：学生ツアー ７日� 参加者 25名

粉体工学会秋期研究発表会 ６日�・７日� 参加者 201名

第18回科学機器展 ６日�～９日�

2002年

（平成14年）

国際粉体工業展2002

この一粒……夢をかたちに 粉の技術

11月12日�～15日� 10：00～17：00 幕張メッセ ９・10・11ホール

出展社 208社、展示規模 814小間

来場者総数

61,135名

12日� 曇

10,227名

13日� 快晴

15,451名

14日� 快晴

16,605名

15日�曇後晴

18,852名

特記：学生ツアー 14日� 参加者 36名

粉体工学会秋期研究発表会 14日�・15日� 参加者 249名

2002粉体技術における工業晶析国際シンポジウム 参加者 119名

2003年

（平成15年）

粉体工業展名古屋2003

４月16日�～18日� 10：00～17：00 吹上ホール

出展社 22社、展示規模 55小間（総数 156社／309小間）

来場者 3,065名（総数 29,547名）

特記：第19回最新科学機器展、第７回計量計測総合展、液体清澄化技術展2003と併催

粉体工業展・大阪2003

粉づくり・ものづくり・夢づくり 粉の技術

10月21日�～24日� 10：00～17：00 インテックス大阪 １・２号館

出展社 130社、展示規模 500小間

来場者総数

40,785名

21日� 雨

4,775名

22日� 晴

9,596名

23日� 晴

12,831名

24日� 晴

13,583名

特記：学生ツアー 21日� 参加者 29名

粉体工学会秋期研究発表会 21日�・22日� 参加者 180名

リサイクルビジネス技術フォーラム 23日� 参加者 121名

全日本科学機器展in大阪 22日�～24日�
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2004年

（平成16年）

国際粉体工業展2004

この一粒……夢をかたちに 粉の技術

11月９日�～12日� 10：00～17：00 幕張メッセ ９・10・11ホール

出展社 234社、展示規模 823小間

来場者総数

60,498名

９日� 晴

10,388名

10日� 晴

14,718名

11日� 曇

16,796名

12日�雨後晴

18,596名

特記：学生ツアー 10日� 参加者 66名

粉体工学会秋期研究発表会 11日�・12日� 参加者 226名

国際粉体技術フォーラム 10日�・11日� 参加者 511名

微粒子計測に関する講演会

ナノテクノロジーに関する講演会

粉体技術フォーラム 10日� 参加者 130名

セッション１ 粉塵爆発、セッション２ 食品産業の課題と展望

分科会主催シンポジウム

集じん分科会 10日�、微粒子ナノテクノロジー分科会 10日�、

晶析分科会 10日�・11日�

2005年

（平成17年）

粉体工業展・大阪2005

粉づくり・ものづくり・夢づくり 粉の技術

10月18日�～21日� 10：00～17：00 インテックス大阪 １・２号館

出展社 201社、展示規模 560小間

来場者総数

43,752名

18日� 晴

5,538名

19日� 晴

9,819名

20日� 晴

13,041名

21日� 晴

15,354名

特記：学生ツアー 18日� 参加者 57名

粉体工学会秋期研究発表会 18日�・19日� 参加者 219名

第６回高温ガス精製国際会議 20日�～22日� 参加者 175名

全科展in大阪 19日�～21日�

2006年

（平成18年）

粉体工業展名古屋2006

中部に集う食と包装の先端技術

４月12日�～15日� 10：00～17：00 ポートメッセなごや ３号館

出展社 31社、展示規模 88小間（総数 210社／736小間）

来場者総数 54,872名

特記：2006中部パックと併催
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2006年

（平成18年）

国際粉体工業展2006

この一粒……夢をかたちに 粉の技術

11月７日�～10日� 10：00～17：00 幕張メッセ ４・５・６ホール

出展社 275社、展示規模 894小間

来場者総数

61,486名

７日�晴･強風

9,540名

８日� 快晴

15,320名

９日� 快晴

17,404名

10日� 快晴

19,222名

特記：学生ツアー ７日� 参加者 70名

粉体工学会設立50周年記念式典、国際講演、秋期研究発表会

６日�～８日� 参加者 481名

東アジアフォーラム ８日� 参加者 156名

粉塵爆発セミナー ９日� 参加者 137名

最新情報フォーラム

製剤・製薬アウトソーシング最新情報 ７日� 参加者 62名

ナノパーティクル最新情報 10日� 参加者 144名

国際粉体技術フォーラム ９日�・10日� 参加者 236名

ナノテクノロジー、粒子加工技術、工業晶析

2007年

（平成19年）

粉体工業展大阪2007

粉づくり・ものづくり・夢づくり 粉の技術

10月16日�～19日� 10：00～17：00 インテックス大阪 １・２号館

出展社 178社、展示規模 598小間

来場者総数

39,301名

16日� 晴

4,854名

17日� 快晴

8,520名

18日� 快晴

11,899名

19日� 雨

14,028名

特記：学生ツアー 16日� 参加者 68名

粉体工学会秋期研究発表会 16日�・17日� 参加者 225名

APPIE産学官連携フェア2007 18日� 参加者 323名

最新情報セミナー

ナノテクノロジー最前線 17日� 参加者 163名

最新のコンテインメントの動向と実施例 19日� 参加者 57名

全科展in大阪 17日�～19日�

知財ビジネスマッチングフェア 18日�・19日�

2008年

（平成20年）

粉体工業展名古屋2008

元気な中部地区へ 粉づくり・ものづくり・夢づくり 粉の技術

４月９日�～12日� 10：00～17：00 ポートメッセなごや ３号館

出展社 32社、展示規模 105小間（総数 198社／665小間）

来場者総数 60,726名（内粉工展 3,258名）

特記：2008中部パックと併催
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2008年

（平成20年）

国際粉体工業展2008

この一粒……夢をかたちに 粉の技術

10月28日�～31日� 10：00～17：00 幕張メッセ １・２・３ホール

出展社 262社、展示規模 943小間

来場者総数

40,560名

28日� 快晴

8,684名

29日� 快晴

9,539名

30日� 晴

10,793名

31日� 晴

11,544名

（入場者の計数法が変わったので前回とは繋がらない）

特記：学生ツアー 31日� 参加者 59名

粉体工学会秋期研究発表会 30日�・31日�

アジアフォーラム インドの社会と経済 29日� 参加者 141名

粉塵爆発セミナー 30日� 参加者 147名

最新情報フォーラム

製剤・製薬アウトソーシング情報 28日� 参加者 113名

ナノパーティクル最新情報 29日� 参加者 127名

粒子径測定法の最新規格と製品 30日� 参加者 133名

2009年

（平成21年）

粉体工業展大阪2009

粉づくり・ものづくり・夢づくり� 粉の技術

10月21日�～24日� 10：00～17：00 インテックス大阪 １・２号館

出展社 170社、展示規模 563小間

来場者総数

12,407名

21日� 晴

3,031名

22日� 晴

3,884名

23日� 晴

4,166名

24日� 曇

1,326名

（入場者の計数法が変わったので前回とは繋がらない）

特記：学生ツアー 22日� 参加者 97名

粉体工学会秋期研究発表会 21日�・22日� 参加者 183名

APPIE産学官連携フェア2009 23日� 参加者 174名

パウダーテクノロジーシアター 23日� 参加者 約50名

パウダーテクノロジーショウ 24日� 参加者 194名

併催セミナー

吸入曝露による粒子状物質のリスク評価

ナノ粒子・ミクロン粒子・繊維状粒子について 22日� 参加者 109名

ナノ粒子の曝露防止技術・管理技術セミナー 21日� 参加者 200名

粉塵爆発セミナー（静電気放電による着火） 22日� 参加者 175名

全科展in大阪 21日�～23日�

知財ビジネスマッチングフェア 21日�・22日�
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2010年

（平成22年）

粉体工業展名古屋2010

粉づくり・ものづくり・夢づくり� 粉の技術

４月14日�～17日� 10：00～17：00 ポートメッセなごや ３号館

出展社 20社、展示規模 71小間

来場者総数 63,375名

特記：2010中部パックと併催

国際粉体工業展東京2010

この一粒……夢をかたちに 粉の技術

12月１日�～３日� 10：00～17：00 東京ビッグサイト 東１・２・３ホール

出展社 265社、展示規模 941小間

来場者総数

14,881名

１日� 晴

4,043名

２日�晴後曇

5,015名

３日�雨後晴

5,823名

特記：学生ツアー １日�

粉体工学会秋期研究発表会 11月30日�・12月１日�

最新情報フォーラム

ナノパーティクルテクノロジー関連２件 １日�

クリーンエネルギー関連２件 ２日�

米粉情報関連１件 ３日�

二次電池関連２件 ３日�

粉塵爆発情報セミナー ２日�

ナノ物質ばく露防止技術セミナー ３日�
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2001年
（平成13年）

１月13日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・ホテル機山館、14名

１月16日（火） 第195回火曜会 当番会社：石川島播磨重工業㈱

東京・虎ノ門パストラル、84名

講演・タイタニック号海難の裏話

�海事産業研究所 上席研究員 長塚誠治氏

１月17日（水） 第３回フィルター評価委員会 東京・全国都市清掃会議、14名

１月17日（水） 第２回ISO/TC24/SC4分科会 東京・協会事務所、17名

１月18日（木） 第３回大阪粉体工業展委員会 心斎橋・ホテル日航大阪、11名

１月18日（木） 第139回木曜会 当番会社：日刊工業新聞社

心斎橋・ホテル日航大阪、52名

講演・医学の発明その周辺事情 岸上獣医科病院 岸上義弘氏

１月25日（木） 第３回クリーン化分科会 東京・学士会館

セミナー・クリーンルームに関する国際規格と今後の動向

�日本空気清浄協会と共催、108名 内会員15名

１月25日（木） 第20回最近の粉粒体物性測定に関する製品発表・講演会

東京・虎ノ門パストラル 製品発表11件、参加者67名

講演・廃棄物処理、リサイクル技術からみた粉体工学

早稲田大学 大和田秀二氏

１月26日（金） 分科会連絡会儀 浜松名鉄ホテル、61名

１月27日（土） 委員会・部門連絡会議 浜松名鉄ホテル、32名

２月８日（木） 第３回粉砕、混合・成形合同分科会

敦賀市・永大産業㈱、粉砕22名、混合14名、合計36名

２月９日（金） 第３回粒子加工技術、第２回シミュレーション合同分科会

徳島・大鵬薬品工業㈱、

109名内 会員合計60名、粒子47名、シミュ13名

２月９日（金） 第３回焼成・反応分科会 つくば・物質工学工業技術研究所、10名

２月16日（金） 第６回東京国際粉体工業展委員会 熱海・金城館、17名

２月16日（金） 第７回東京国際粉体工業展委員会 熱海・金城館、９名

２月21日（水） 第７回水曜会 当番会社：新東工業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、42名

講演・キャリア・デザインで夢づくり、人づくり

㈲アリーナ・アドヴァンス 犬塚尚美氏

２月22日（木） 第３回晶析分科会 芦屋市・鐘淵化学工業㈱芦屋荘、31名

２月23日（金） 第３回分級ふるい分け分科会

栃木県・㈱セイシン企業 今市工場、27名

２月23日（金） 第２回石炭利用技術分科会 袖ケ浦・出光興産㈱石炭研究所、11名

2001
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2001年
（平成13年）

２月23日（金） 第２回ＰＬ委員会 東京・大森ベルポートＢ館、８名

２月23日（金） 第６回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、25名

講演・環境産業の将来性 福岡大学工学部 長田純夫氏

２月28日（水） 第２回標準粉体委員会 京都・協会本部、10名

３月２日（金） 第３回活性化委員会 東京・協会事務所、６名

３月２日（金） 第３回集じん分科会 東京・サンシャイン文化会館、27名

３月２日（金） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、11名

３月２日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、42名

講演・三菱電線工業㈱ 速水弘之氏

３月７日（水） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、５名

３月７日（水） 第３回ISO/TC24/SC4小委員会 東京・協会事務所、14名

３月８日（木） 第140回木曜会 当番会社：ホソカワミクロン㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、50名

講演・チベット密教の世界 人は何処からきて何処に行くのか

�清風学園 平岡宏一氏

３月９日（金） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・学士会館、37名

３月９日（金） 第１回海外交流委員会 京都・協会本部、５名

３月16日（金） 第１回食品粉体技術分科会

川崎市・味の素㈱川崎工場、80名 内会員35名

３月19日（月） 協会本部移転 新事務所にて執務開始、

以後、2005（平成17）年５月まで、京都事務所（本部）と呼称

〒600�8176 京都市下京区烏丸通六条上ル北町181

第５キョートビル７階

３月21日（水） 第４回粉塵爆発委員会関連JIS原案作成委員会

東京・協会事務所、９名

３月22日（木） 第５回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、25名

３月22日（木） 春期定例会合 湯島・東京ガーデンパレス、49名

講演・エネルギーにまつわる諸問題

�原子力発電技術機構 石川迪夫氏

３月22日（木） 第74回細川杯争奪麻雀会 東京・湯島クラブフレンド、12名

３月23日（金） 第73回コナゴンゴルフ会 横浜カントリークラブ、17名

３月27日（火）

～29日（木）

POWTECH2001 ドイツ・ニュルンベルク、協会ブース出展

森同志社大教授および小川東京事務所長派遣
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2001年
（平成13年）

３月30日（金）

～31日（土）

第20回ISO/TC24/SC4国際会議

ドイツ・ニュルンベルク

４月５日（木） 第１回推薦審査委員会 京都・協会本部、５名

４月10日（火） 第196回火曜会 当番会社：フロイント産業㈱

東京・虎ノ門パストラル、82名

講演・海外工場立ち上げ奮戦記

元ホンダ・オブ・アメリカ副社長 大久保新介氏

４月14日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、12名

４月19日（木） 第１回流動化分科会 ガス化溶融炉事例シンポジウム

川崎市産業振興会館、233人（内分科会員102人）

事例発表・14件

講演・循環型社会形成の課題

日本環境衛生センター 藤吉秀昭氏

４月19日（木） 第１回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、15名

４月20日（金） 教育部門会議 京都・協会本部、９名

４月27日（金） 第１回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、９名

５月８日（火）

～10日（木）

2001年米国粉体工業展 シカゴ・ローズモント

協会ブース出展、カタログ展示、

調査団：参加者15名、５月７日出発、展示会後フロリダ大学粉体工

学研究センターを見学、５月10日帰国

５月10日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪 20名

５月10日（木） 第141回木曜会 当番会社：三興空気装置㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、63名

講演・品質マネジメントシステム（ISO9001:2000）について

�日本品質保証機構 森田允史氏

５月17日（木） 第１回電池製造技術分科会 大阪・㈱栗本鐵工所本社、93名

５月18日（金） 第１回造粒分科会 掛川・アール・ピー・シーラー㈱、38名

５月24日（木） 第20回通常総会

東京・虎ノ門パストラル、288名（本人出席30名、委任状258名）

会長交代・天野牧男氏より土井修氏へ

特別講演・経営雑感 会長 天野牧男氏

５月24日（木） 第75回細川杯争奪麻雀会 東京・虎ノ門南海、12名

５月25日（金） 第１回バルクハンドリング分科会 東京・日清製粉㈱、57名

５月28日（月） JIS原案作成委員会第１回液相沈降法分科会

東京・協会事務所、15名

５月28日（月） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、７名
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2001年
（平成13年）

５月28日（月） JIS原案作成委員会第１回試料調整分科会 東京・協会事務所、15名

６月１日（金） 東京国際粉体工業展委員会第１回企画委員会

葉山・生産性国際交流センター、10名

６月１日（金）

～２日（土）

第１回集じん分科会

小立野・金沢大学秀峯会館、40名

６月６日（水） 第１回混合・成形、粉砕 合同分科会

岐阜県・大東亜窯業㈱、清和陶器㈱、

混合・成形21名、粉砕22名、その他４名、合計47名

６月８日（金） 第１回粒子加工技術分科会

東洋紡 堅田総研、大津医薬工場、64名（内分科会員42名）

６月12日（火） 第１回輸送分科会 三重県・よのペットボトルリサイクル㈱、28名

６月12日（火） 第197回火曜会 当番会社：㈱徳寿工作所

東京・虎ノ門パストラル、95名

講演・「箱モノ」の次は「評価」で国滅び 大学は大学の役割を

名古屋大学大学院 椿 淳一郎教授

６月13日（水） 第１回リサイクル分科会 川崎市産業振興会館、49名

６月13日（水） 第１回焼成・反応分科会 横浜・三菱重工業㈱金沢技術本館、23名

６月20日（水） 第８回水曜会 当番会社：㈱ダルトン

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、52名

講演・憧れの映画音楽祭

神戸フィルハーモニック音楽監督 朝比奈千足氏

６月20日（水）

～21日（木）

第５回アドホックセミナー 最新の移動層工学 その実際と基礎

湯島・東京ガーデンパレス、20名

６月22日（金） 第７回金曜会 当番会社：㈱村上精機工作所

福岡・博多都ホテル、23名

講演・私の失敗学のすすめ 元安川商事㈱ 松田一喜氏

６月26日（火）

～27日（水）

第36回技術討論会 電池の高性能化と粉体工学

東京・アルカディア市谷、（粉体工学会と共催）

６月28日（木） 第１回総務委員会 東京・協会事務所、10名

６月29日（金） 第１回電子写真分科会 靭公園・大阪科学技術センター、42名

６月30日（土） 第２回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、８名

７月３日（火） 分科会代表幹事会議（関西） 京都・協会本部、11名

７月５日（木） 第２回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、14名

７月10日（火） 分科会代表幹事会議（関東） 東京・協会事務所、19名

７月12日（木） 第２回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、13名

７月13日（金） 第１回食品粉体技術分科会 東広島市・㈱サタケ、41名
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2001年
（平成13年）

７月19日（木） 第１回クリーン化分科会

青森六ケ所村・�環境科学研究所、日本原燃㈱、18名

７月19日（木） 第142回木曜会 当番会社：㈱菊水製作所

心斎橋・ホテル日航大阪、54名

講演・お酢について 村山造酢㈱社長 村山忠彦氏

７月24日（火） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、12名

７月27日（金） 第１回晶析分科会 東京・亀戸文化センター、32名

７月27日（金） 第１回人材育成委員会 東京・協会事務所、７名

７月27日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・本郷 ホテル機山館、40名

講演・流星の話 佐藤達雄氏（流星研究会）

８月３日（金） 第１回分級ふるい分け、湿式プロセス合同分科会

川越市・特殊機化工業㈱乳化分散研究所

分級ふるい分け24名、湿式プロセス24名、合計48名

８月６日（月） 第１回フィルター評価委員会

IBP御茶ノ水ビル�全国都市清掃会議、16名

８月21日（火） 第198回火曜会 当番会社：㈱日本工業新聞社

東京・虎ノ門パストラル、59名

講演・新世紀における企業のIT攻略

㈱野村総合研究所 横井正紀氏

８月23日（木） 第３回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、14名

８月30日（木） 第２回電池製造技術分科会 東京・浜松町 川崎重工業㈱、83名

９月13日（木） 第２回バルクハンドリング、輸送合同分科会

兵庫県・キッコーマン㈱高砂工場、

バルク36名、輸送17名、合計53名

９月14日（金） 第２回粒子加工技術分科会 岩手県・塩野義製薬㈱金ケ崎工場、72名

９月18日（火） 第１回シミュレーション分科会

名古屋・愛知県中小企業センター、16名

９月18日（火） 第３回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、17名

９月20日（木） 第２回総務委員会 心斎橋・ホテル日航大阪、８名

９月20日（木） 第２回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、25名

９月20日（木） 第143回木曜会 当番会社：兵神装備㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、58名

講演・日本刀と和鋼の科学 京都大学大学院教授 井上達雄氏

９月20日（木） 第１回乾燥分科会 27名

市川市・月島機械㈱環境プロセス開発センター
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９月20日（木）

～21日（金）

第２・３回造粒分科会

伊東・ライオン伊豆高原研修センター、37名

９月25日（火） 第４回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、10名

10月２日（火） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、７名

10月３日（水） 第１回粉体工業展委員会 東京・協会事務所、７名

10月４日（木） 第２回粉砕分科会 27名

東京・産総研副都心センター、東京エコリサイクル㈱

10月５日（金）

～６日（土）

第３回「粉体と工業」誌編集委員会

IHI健保伊豆高原荘、10名

10月９日（火） 第199回火曜会 当番会社：赤武エンジニアリング㈱

東京・虎ノ門パストラル、62名

講演・小泉改革と日本経済 国際エコノミスト 水野隆徳氏

10月12日（金） 第１回微粒子ナノテクノロジー、計装測定合同分科会

京都・㈱島津製作所三条工場、微粒子25名、計装14名、合計39名

10月16日（火） 第２回フィルター評価委員会

IBP御茶ノ水ビル�全国都市清掃会議、16名

10月17日（水） 第２回人材育成委員会 靭公園・大阪科学技術センター、６名

10月17日（水） 人材育成委員会 第８回若手営業・管理者のつどい

靭公園・大阪科学技術センター、42名

講演・ブロードバンド社会の始まり 白子匡博氏（ＮＴＴ西日本）

10月17日（水） 第８回水曜会 当番会社：㈱アマノ

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、41名

講演・会社を強くする人材マネージメント、コンピーテンシー戦略

の導入と実践

㈱カルク 代表取締役 遠藤仁氏

10月18日（木） 第２回リサイクル技術分科会

北九州市若松区・エコタウンセンター、47名

10月18日（木） 第２回焼成・反応分科会 市原エコセメント㈱、25名

10月18日（木） 第２回流動化分科会 東京・㈱荏原製作所、28名

10月23日（火） 大阪粉体工業展委員会 第２回会場運営ワーキング

南港・インテックス大阪、24名

10月24日（水）

～25日（木）

第18回製剤と粒子設計シンポジウム

ホテル日航豊橋、

10月25日（木） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、10名

10月26日（金） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、９名

10月26日（金） 第２回湿式プロセス分科会 佐賀県・日本特殊塗料㈱九州工場、15名
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10月26日（金） 第８回金曜会 当番会社：㈱福岡タルク工業所

福岡・博多都ホテル、28名

講演・セメント業界における廃棄物の取り組みと課題

麻生セメント㈱ 山口広司氏

10月28日（日）

～29日（月）

第２回集じん分科会

大阪・リーガグランドホテル、20名

10月30日（火） 第３回集じん分科会 金沢大学、25名

10月31日（水） ISO/TC24国内委員会 東京・協会事務所、29名

10月31日（水） ISO/TC24国内委員会第１回SC4小委員会 東京・協会事務所、29名

11月２日（金） JIS原案作成委員会第２回液相沈降法分科会

東京・協会事務所、10名

11月６日（火）

～９日（金）

粉体工業展大阪2001 南港・インテックス大阪

出展社142社、規模520小間、来場者44,566名

11月12日（月） JIS原案作成委員会第２回試料調製分科会 東京・協会事務所、11名

11月13日（火） 第２回食品粉体技術、分級ふるい分け合同分科会

東京・㈱日清製粉グループ本社、

食品39名、分級30名、その他15名、合計84名

11月14日（水） 第２回混合・成形分科会 京都・京セラ㈱、32名

11月15日（木）

～17日（土）

第39回粉体に関する討論会（共催）

東広島市・国民年金保養センター

11月16日（金） 第１回情報ネットワーク委員会 安田生命大阪アカデミア、８名

11月16日（金） 第２回晶析分科会 小田原・�塩事業センター海水総合研究所、39名

11月21日（水） 第３回理事会 京都センチュリーホテル、27名

11月21日（水） 創立30周年記念 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、82名

記念講演・グローバル化時代における技術者の教育

慶應義塾大学教授 柘植秀樹氏

11月21日（水） 第76回細川杯争奪麻雀会 京都・旭マージャン店、16名

11月22日（水） 第74回コナゴンゴルフ大会 京都・城陽カントリー倶楽部、15名

11月26日（月） 第２回平成13年度JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、11名

12月４日（火） 第３回総務委員会 東京・粉体工学情報センター、９名

12月４日（火） 第200回火曜会 当番会社：㈱増野製作所

東京・虎ノ門パストラル、96名、

忘年会・マジックショウ・ビンゴゲーム

12月６日（木） 第３回電池製造技術分科会 大阪・守口市民会館、103名

12月６日（木） 第３回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、59名
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12月６日（木） 第144回木曜会 当番会社：㈱ダルトン、

心斎橋・ホテル日航大阪、78名、

忘年会・最上階ジェットストリームでビンゴゲームと福引

12月７日（金） 第４回集じん分科会 広島県・中国電力㈱大崎発電所、22名

12月11日（火） 第２回粉塵爆発委員会、東京・協会事務所、９名

12月12日（水） 第５回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、15名

12月15日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、12名

2002年
（平成14年）

１月７日（月） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、６名

１月10日（木） JIS原案作成委員会第３回試料作成分科会 東京・協会事務所、５名

１月15日（火） 第201回火曜会 当番会社：㈱セイシン企業

東京・虎ノ門パストラル、77名

講演・江戸のトレンディードラマ「常磐津」

五世 常磐津文字兵衛氏

１月16日（水） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、６名

１月17日（火） 第３回フィルター評価委員会

IBP御茶ノ水ビル�全国都市清掃会議、20名

１月21日（月） ISO/TC24国内委員会第２回SC4小委員会 東京・協会事務所、18名

１月21日（月）

～22日（火）

第３回流動化分科会 26名

福岡県・九州電力㈱苅田発電所、八女西部クリーンセンター

１月24日（木） 第21回粉体の連続測定装置とナノ粒子測定装置に関する製品発表・講

演会（第２回計装測定分科会） 東京・虎ノ門パストラル、56名

講演・粉体物性における吸着測定の重要性

都立大学大学院教授 近沢正敏氏

製品発表 13件

１月24日（木） 第145回木曜会 当番会社：㈱日本工業新聞社

心斎橋・ホテル日航大阪、55名

講演・長嶋茂雄と巨人軍 産経新聞社 編集委員 近藤義之氏

１月25日（金） 分科会連絡会議 浜松名鉄ホテル

分科会51名、協会12名、合計63名

１月26日（土） 委員会・部門連絡会議 浜松名鉄ホテル

委員会・部門32名、協会８名、合計40名

１月29日（木） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、６名

２月５日（火） JIS原案作成委員会第３回液相沈降法分科会

東京・協会事務所、９名
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２月５日（火） 第２回微粒子ナノテクノロジー、乾燥合同分科会

池袋・かんぽヘルスプラザ東京、

微粒子ナノ35名、乾燥14名、合計49名

２月６日（水） 第３回分級ふるい分け、粉砕合同分科会

千葉県・市原エコセメント㈱、

分級16名、粉砕17名、その他７名、合計40名

２月６日（水） JIS原案作成委員会第３回試料調整分科会 東京・協会事務所、11名

２月８日（金） 第３回粒子加工技術分科会 千葉・川崎製鉄㈱鉄粉工場、44名

２月８日（金） 第７回大阪粉体工業展委員会 京都・新都ホテル、38名

２月14日（木） 第３回晶析分科会 広島大学学士会館、25名

２月19日（火） 第６回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、14名

２月20日（水） 第10回水曜会 当番会社：ホソカワミクロン㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、56名

講演・半導体より低く見られる電池技術を経験して

Ｍ＆Ｇエコバッテリー研究所 松本 功氏

２月21日（木） 第３回リサイクル技術分科会 37名

大阪・岸和田フィッシュミール工場、じばしん南大阪

２月22日（金） 第２回クリーン化分科会 ㈱ツムラ茨城工場、25名

２月22日（金） 第９回金曜会 当番会社：㈱九州ダルトン

福岡・博多都ホテル、23名

講演・先端治療システムの光と影

九州工業大学教授 東條角治氏

２月26日（火） 第２回粉体工業展委員会 東京・協会事務所、７名

２月28日（木） 第２回標準粉体委員会 京都・協会本部、10名

２月28日（木） 第２回電子写真技術分科会 愛知県・王子製紙㈱春日井工場、38名

３月７日（木） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、７名

３月７日（木） 人材育成委員会 第３回若手営業・管理者のつどい

東京・本郷 ホテル機山館、43名

講演・バイオを利用したエコテクノロジー

静岡大学教授 中崎清彦氏

３月７日（木） 第146回木曜会 当番会社：㈱パウレック

心斎橋・ホテル日航大阪、50名

講演・製剤業界向けビジネスサイトPharmaX

㈱トライアンフ21 花田琢也氏

３月８日（金） 第２回海外交流委員会 京都・協会本部、15名

３月11日（月） 第２回情報ネットワーク委員会 東京・協会事務所、５名

2002
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３月13日（水）

～15日（金）

ChinaPowder2001 北京

協会ブース出展

３月15日（金） 第２回シミュレーション分科会（本分科会はこれで終了）

東京・中央大学駿河台記念館、18名

３月15日（金） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、54名

３月18日（月） 第３回焼成・反応分科会（本分科会はこれで終了）

ＮＫＫ鶴見事業所、21名

３月18日（月） 第３回クリーン化分科会

東京・丸の内 新丸コンファレンススクエア、26名

３月19日（火） 第３回混合・成形、食品粉体技術合同分科会

千葉県・㈱紀文食品東京工場、混合17名、食品23名、合計40名

３月19日（火） 第４回総務委員会 東京ガーデンパレス、10名

３月19日（火） 第４回理事会 東京ガーデンパレス、23名

３月19日（火） 春期定例会合 東京ガーデンパレス、69名

講演・独�産業技術総合研究所における産学官連携の推進について

産総研 連携部門長 佐藤隆志氏

３月19日（火） 第77回細川杯争奪麻雀会 湯島・フレンド、12名

３月20日（水） 第75回コナゴンゴルフ会 横浜カントリークラブ 西コース、14名

３月20日（水） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、８名

３月28日（木） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、７名

４月６日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、13名

４月９日（火） 第202回火曜会 当番会社：日東機器㈱

東京・虎ノ門パストラル、65名

講演・自動車技術の現状と将来 環境・エネルギー技術への挑戦

早稲田大学教授 大聖泰弘氏

４月16日（火） 第７回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、12名

４月21日（日）

～22日（月）

北京・全国粉体工程学術会議 京燕飯店

命尾副会長、林海外交流委員長ほか派遣

４月23日（火） 第１回流動化分科会 東京日産港ビル、53名

５月７日（火）

～９日（木）

米国粉体工業展 シカゴ・ローズモント

協会ブース出展、調査団派遣（出発６日、帰国12日）参加11名

コーディネータ・田中敏嗣阪大助教授

展示会の他、シカゴParticulateSolidResearch,Inc.イリノイ工

科大学Gidaspow教授研究室を訪問

５月９日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪 19名
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５月９日（木） 第147回木曜会 当番会社：シスメックス㈱

心斎橋・ホテル日航大阪 51名

講演・人を伸ばすコーチング技術 相手に伝わる自己表現法

コミュニケーションテクノロジー研究所 上村光弼氏

５月16日（木） 第１回電池製造技術分科会 東京・笹川記念館、76名

５月21日（火） 第21回通常総会 東京・虎ノ門パストラル

出席者（本人31名、委任状222名）合計253名

特別講演・創るこころ 宇部興産㈱相談役 中東素男氏

５月21日（火） 第２回理事会 東京・虎ノ門パストラル、31名

５月28日（火） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、８名

５月28日（火） 第１回TC24/SC4小委員会 東京・協会事務所、17名

６月１日（土） 第２回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、14名

６月７日（金） 第１回輸送分科会 播磨町・神鋼パンテック㈱、23名

６月７日（金） 第１回バルクハンドリング分科会

島田市・味の素フローズン・ベイカリー㈱、46名

６月７日（金） 第１回粒子加工技術分科会 一志郡・菱山製薬㈱伊勢工場

会員56名、（学会など）22名、合計78名

６月11日（火） 第203回火曜会 当番会社：三井鉱山㈱

東京・虎ノ門パストラル、59名

講演・放送席から見続けて来た中央競馬

フリーアナウンサ 長岡一也氏

６月13日（木） 第１回リサイクル技術分科会 つくば・産総研西事業所、36名

６月18日（火） 第１回JIS原案作成委員会（光子相関法）

東京・協会事務所、12名

６月18日（火） 第１回人材育成委員会 靭公園・大阪科学技術センター、10人

６月18日（火） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

靭公園・大阪科学技術センター、59名

パネルディスカッション「粉体業界を生き抜く企業戦略」

パネラー：高嶋武志氏（パウレック）

三谷哲雄氏（東洋ハイテック）

６月19日（水） 第１回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、10名

６月19日（水） 第11回水曜会 当番会社：ツカサ工業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、62名

講演・パワーアップ経営講座 サンセン社長 大田昌和氏

６月20日（木） 第８回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、14名
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2002年
（平成14年）

６月21日（金） 第１回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、16名

６月21日（金） 第10回金曜会 当番会社：大盛工業㈱

福岡・博多都ホテル、29名

講演・粉のハンドリング 実験室の最近の研究から

九州工業大学教授 富田侑嗣氏

６月25日（火） 第１回乾燥分科会 川越市・武州製薬㈱、31名

６月25日（火）

～26日（水）

第37回技術討論会「粉体の安定性 食品・医薬品を中心に」

東京・アルカディア市谷、粉体工学会と共催

６月29日（土） 第２回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、14名

７月２日（火） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会 名古屋・ノリタケの森、34名

７月２日（火） 分科会代表幹事会議（関西） 京都・協会本部、14名

７月５日（金） 第１回混合・成形分科会

神戸・摩耶堂製薬㈱、明石・キャスルホテル、32名

７月９日（火） 第１回総務委員会 東京・協会事務所、11名

７月９日（火） 分科会代表幹事会議（関東） 東京・協会事務所、18名

７月10日（水） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、14名

７月18日（木） 第148回木曜会 当番会社：㈱松井製作所

心斎橋・ホテル日航大阪、46名

講演・外資系ホテルにおけるミッション・マネジメント

大阪学院大学教授 仲谷秀一氏

７月19日（金） 第１回造粒分科会 クノール食品㈱川崎工場、36名

７月19日（金） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、８名 ７月21日（日）

～25日（木）

4WCPT 第４回

粉体工学世界会議

シドニー・豪州

７月26日（金） 第１回晶析分科会 東京・文京シビックセンター、59名

７月31日（金） 第１回分級ふるい分け分科会

愛知県・新東工業㈱豊川製作所、36名

８月７日（水） 人材育成委員会第１回「管理部門の情報交流会」

東京・協会事務所、15名

８月20日（火） 第204回火曜会 当番会社：槇野産業㈱

東京・虎ノ門パストラル、69名

講演・心のダイエット 私達のめざすもの

宝泉寺住職 原 宗寛師

８月21日（水） 第９回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、15名

８月23日（金） 第１回JIS原案作成委員会（フィルター性能評価）

東京・協会事務所、13名

８月27日（火） 国際粉体工業展2002出展者説明会 東京・スクワール麹町

８月28日（水） 第２回電池製造技術分科会 池田市・産総研関西センター、74名
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2002年
（平成14年）

８月29日（木） 国際粉体工業展2002出展者説明会 大阪・梅田センタービル

８月29日（木） 第１回クリーン化分科会 大岡山・東京工業大学、30名

８月29日（木） 第１回フィルター性能評価標準化特別委員会

東京・協会事務所、34名

９月５日（木） 第１回湿式プロセス分科会、16名

神戸・港島生ごみバイオガス化燃料電池発電設備

９月５日（木） 人材育成委員会第２回「管理部門の情報交換会」

東京・協会事務所、15名

９月５日（木）

～６日（金）

混合・成形分科会 実習付粉体混合セミナー

堺市・大阪府立大学 参加者合計30名

受講者12名、講師トレーナ８名、分科会幹事10名

９月11日（水） 第１回電子写真技術分科会 京都・堀場製作所、45名

９月12日（木） 第２回バルクハンドリング・輸送合同分科会

岐阜県・内藤記念くすり博物館

バルク19名 輸送20名 合計39名

９月13日（金）

～14日（土）

第３回「粉体と工業」誌編集委員会

伊東・ライオン伊豆研修センター、12名

９月19日（木） 第１回粉砕分科会「資源リサイクルにおける粉砕技術」

東京・新橋住友ビル、145名（内分科会員32名）

９月19日（木） 第２回総務委員会 心斎橋・ホテル日航大阪、10名

９月19日（木） 第３回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、25名

９月19日（木） 第149回木曜会 当番会社：特殊機化工業㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、50名

講演・京劇と健康（太極拳と気功法）

北京京劇院女優 張梅林氏

９月24日（火） 第２回TC24/SC4小委員会 東京・協会事務所、17名

９月27日（金） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、10名

10月１日（火） 第１回集じん分科会 池袋・東京サンシャイン文化会館、60名

10月４日（金） 第２回粒子加工技術分科会 日本新薬㈱小田原総合製剤工場、49名

10月８日（火） 第２回人材育成委員会 東京・協会事務所、８名

10月８日（火） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、32名

講演・ＫＴ法による問題解決と意思決定について

ユアサ商事㈱ 岩木仁平氏
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2002年
（平成14年）

10月８日（火）

～10日（木）

POWTECH2002 ドイツ・ニュルンベルク

協会ブース出展、調査団派遣（出発６日、帰国13日）

コーディネータ 同志社大学教授 森康維氏

展示会の他、ヒルシャウAmbergerKaolinwerkeミュンヘン工科

大学を訪問、参加６名

10月９日（水） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、11名

10月９日（水）

～10日（木）

粉体入門セミナー（Ⅰ）

「粉体とは何だろうか？ その性質と評価 」

湯島・東京ガーデンパレス、59名

10月10日（木） 第２回リサイクル技術分科会 東京・全国家電会館、28名

10月10日（木） 第10回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、15名

10月15日（火） 第205回火曜会 当番会社：日刊工業新聞社

東京・虎ノ門パストラル、66名

講演・変わる日本 東海大学教授 唐津一氏

10月16日（水） 第２回大阪粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、15名

10月16日（水） 第２回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、10名

10月16日（水） 第12回水曜会 当番会社：㈱マキノ

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、58名

講演・小説のつくり方 海月ルイ氏

10月18日（金） 第２回JIS原案作成委員会（光子相関法）

東京・協会事務所、13名

10月18日（金）

～19日（土）

第２回流動化分科会 29名

山形県・酒田地区クリーン組合、酒田東急イン

10月21日（月） 第１回計装測定分科会 出光石油化学㈱千葉工場、12名

10月24日（木） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、10名

10月25日（金） 第２回混合・成形分科会 兵庫県養父郡・近畿住特電子㈱、23名

10月25日（金） 第１回食品粉体技術分科会

石狩市・ホクレンパールライス工場、31名

10月25日（金） 第11回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、１９名

講演・若さの秘訣 浮世絵の美 日本文芸協会会員 各務章氏

10月30日（水）

～31日（木）

第10回製剤と粒子設計シンポジウム

福岡・ホテルニューオータニ博多
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2002年
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10月31日（木） 第２回フィルター性能評価標準化特別委員会

ぱるるプラザ京都、34名

11月７日（木） 人材育成委員会第３回「管理部門の情報交換会」

東京・協会事務所、11名

11月12日（火）

～15日（金）

国際粉体工業展2002 千葉・幕張メッセ

出展規模・208社814小間、来場者61,135人

11月13日（水）

～14日（木）

第２回晶析分科会「工業晶析国際シンポジウム」

幕張メッセ粉体工業展会場、119名

11月13日（水） 第３回JIS原案作成委員会（フィルター性能評価）

東京・協会事務所、15名

11月15日（金） 粉体工業展委員会 幕張メッセ、６名

11月21日（木） 第３回総務委員会 京都センチュリーホテル、10名

11月21日（木） 第４回理事会 京都センチュリーホテル、29名

11月21日（木） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、55名

特別講演・発展するアジアの粉体工学 期待されるAPT2003

慶応義塾大学教授 仙名保氏

11月21日（木） 第79回細川杯争奪麻雀会 京都・旭マージャン店、20名

11月21日（木）

～22日（金）

第２・３回造粒分科会

伊東・ライオン伊豆高原研修センター、40名

11月22日（金） 第76回コナゴンゴルフ会 京都・城陽カントリークラブ、15名

11月26日（火） 第２回乾燥分科会 東京・中央大学駿河台記念館、29名

11月28日（木）

～30日（土）

第40回粉体に関する討論会（共催）

宇都宮・栃木県総合文化センター

11月28日（木）

～29日（金）

第２回粉砕分科会 東北大学多元物質研究所

レアメタルの有効利用とベースメタルの最前線

セミナー参加者80名（内分科会員12名）

11月29日（金） 第２回クリーン化分科会

仙台・東北大学未来科学技術研究センター、19名

12月３日（火） 第206回火曜会 当番会社：㈱ダルトン

東京・虎ノ門パストラル、88名

忘年会アトラクション・福引 講談師 神田陽司師
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2002年
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12月５日（木） 第150木曜会 当番会社：ホソカワミクロン㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、75名

講演・近畿地域における産学官連携の現状について

近畿経済産業局 松本敏明推進室長

パネルディスカッション・

協会のこれからと産学官連携のありかたについて

岡田英雄氏（日本工業新聞）、土井会長、命尾副会長、

向阪保雄氏（府大名誉教授）司会：細川悦男社長

12月６日（金） 第２回分級ふるい分け分科会 東広島市・㈱サタケ、34名

12月10日（火） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、11名

12月10日（火） 第３回バルクハンドリング分科会 東京・ＮＫＫ本社、37名

12月11日（水） 第３回名古屋粉体工業展委員会 名古屋・ランドビアサーカス、10名

12月14日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、９名

12月17日（火） 第３回電池製造技術分科会 東京・㈱日清製粉グループ本社、82名

12月17日（火） 第３回晶析分科会 つくば・物質材料研究機構、36名

12月18日（水） 第11回東京粉体工業展委員会 東京・赤坂プリンスホテル、15名

2003年
（平成15年）

１月14日（火） 第207回火曜会 当番会社：㈱セイシン企業

新宿・センチュリーハイヤット東京、68名

新春歌初め 近藤英一氏によるカンツォーネ・リサイタル

１月15日（水） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、８名

１月15日（水） 第３回TC24国内委員会および第３回SC4小委員会

東京・協会事務所、20名

１月16日（木） 人材育成委員会第４回管理部門の情報交換会

東京・協会事務所、14名

１月21日（火） 第２回食品粉体技術、クリーン化合同分科会

横浜・ビューラー社

食品27名、クリーン19名、その他29名、合計75名

１月22日（水） 集じん分科会 豊橋市資源センター、55名

１月24日（金） 第１回推薦審査委員会 浜松名鉄ホテル、６名

１月24日（金） 分科会連絡会議 浜松名鉄ホテル、62名

１月25日（土） 委員会・部門連絡会議 浜松名鉄ホテル、25名

１月30日（木） 第22回環境に関連する粉粒体の測定装置製品発表・講演会

（第２回計装測定分科会）

東京・虎ノ門パストラル、46名
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2003年
（平成15年）

１月30日（木） 第３回輸送分科会 大阪・緑地公園駅ビル、37名

１月31日（金） 第３回JIS原案作成委員会（フィルター性能評価）

東京・協会事務所、10名

２月５日（木） 第３回混合・成形、第２回湿式プロセス合同分科会

横浜ゴム㈱平塚製造所 混合25名、湿式15名、合計40名

２月７日（金） 第３回粒子加工技術・粉砕合同分科会

高山・大洋薬品工業㈱、高山グリーンホテル

粒子74名、粉砕15名、合計89名

２月12日（水） 第４回名古屋粉体工業展委員会 名古屋・柳家、９名

２月12日（水） 第13回水曜会 当番会社：中央化工機㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、53名

講演・食と笑顔と心の持ち方 神谷料理研究所 神谷信将氏

２月14日（金） 第４回晶析分科会 茨木市・大阪大学接合研究所、21名

２月18日（火） 第２回標準粉体委員会 京都・協会本部、11名

２月19日（水） 第２回電子写真技術分科会

つくば・産総研つくば中央第５事業所、38名

２月19日（水） 第２回微粒子ナノテクノロジー分科会 33名

柏市・大日本印刷㈱技術開発センター物性分析研究所

２月19日（水） 第３回リサイクル技術分科会 43名

愛知県・㈱サン・ビック半田工場、名古屋逓信会館

２月20日（木） 第３回JIS原案作成委員会（光子相関法）

東京・協会事務所、９名

２月26日（水） 大阪粉体工業展委員会第１回全科展合同委員会

大阪・サンケイビル、合計20名

協会11名、全科展５名、日本工業新聞社４名

２月28日（金） 第12回東京粉体工業展委員会 箱根湯本・ホテル南風荘、17名

３月６日（木） 人材育成委員会第５回管理部門の情報交換会

東京・協会事務所、13名

３月６日（木） 第151回木曜会 当番会社：㈱椿本バルクシステム

心斎橋・ホテル日航大阪、52名

講演・サッカー界こぼれ話 大阪サッカー協会 山野喜弘氏

３月７日（金） 第12回金曜会 当番会社：㈱村上精機工作所

福岡・博多都ホテル、20名

３月14日（金） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、44名

３月18日（火） 第４回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、８名

３月18日（火） 第３回人材育成委員会 東京・ホテル機山館、８名

2003
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2003年
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３月18日（火） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、33名

講演・ファインセラミックスの現状と今後の動向

日本ファインセラミックス協会 青木博幸氏

３月19日（水） 第４回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、９名

３月19日（水） 第５回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、23名

３月19日（水） 春期定例会合 湯島・東京ガーデンパレス、68名

講演・粉体工学情報センターの事業案内

粉体工学情報センター 斉藤孝士氏

３月19日（水） 第80回細川杯争奪麻雀会 本郷・泉麻雀店、16名

３月20日（木） 第77回コナゴンゴルフ会 横浜カントリークラブ 東コース、14名

３月27日（木） 第３回フィルター性能評価標準化特別委員会

京都センチュリーホテル、38名

３月28日（金） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、５名

３月28日（金） 第２回海外交流委員会 京都センチュリーホテル、10名

４月３日（木） 第１回SC4小委員会 東京・協会事務所、22名

４月５日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、12名

４月８日（火） 第208回火曜会 当番会社：㈱奈良機械製作所

東京・虎ノ門パストラル、67名

講演・地震予知研究の最前線と地震防災対策の盲点

東海大学地震予知研究センター長 長尾年恭教授

４月16日（水）

～18日（金）

名古屋粉体工業展2003 名古屋市中小企業振興会館吹上ホール

（最新科学機器展、計量計測総合展、液体清澄化技術展併催）

展示規模22社、55小間（総数156社、309小間）

来場者3,065名（総数29,547名）

４月24日（木） 第１回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、14名

４月25日（金） 記念シンポジウム「粉体工学の最近の動向と展望」

本郷・東京大学山上会館（共催、粉体工学会関東談話会設立記念）

５月８日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、23名

５月８日（木） 第152回木曜会 当番会社：真鍋工業㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、56名

講演・先入観を捨てて文化理解を 聖泉大学 教授 方蘇春氏

５月８日（木）

～９日（金）

第１回クリーン化、集じん合同分科会

金沢大学、松任市・ニッコー㈱

クリン15名、集じん19名、合計34名

５月９日（金） 第２回集じん分科会 金沢大学、33名
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５月15日（木） 人材育成委員会第６回管理部門の情報交換会

東京・協会事務所、10名

５月22日（木） 第１回流動化分科会 第２回ガス化溶融炉事例シンポジウム

川崎市産業振興会館、146名、事例発表12社

５月22日（木） 第22回通常総会 東京・虎ノ門パストラル

本人参加26名、委任状193名、合計219名

特別講演・おもしろおかしく ㈱堀場製作所会長 堀場雅夫氏

５月22日（木） 第81回細川杯争奪麻雀会 東京・虎ノ門 サロン、12名

５月28日（水） 第１回電池製造技術分科会 伊丹・㈱パウレック、78名

５月30日（木） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、11名

５月30日（木） 第２回SC4小委員会 東京・協会事務所、18名

６月３日（火） 第２回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、16名

６月４日（水） 第11回経営講座「キャッチオール規制にどう対応するか」

湯島・東京ガーデンパレス、30名

６月４日（水） 第１回人材育成委員会 東京・協会事務所、９名

６月４日（水） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・本郷 機山館、32名

講演・リサイクルは環境にやさしい技術か？

具体例による環境評価の実践 産総研 大矢仁史氏

６月６日（金） 第１回粒子加工技術分科会

福島県・トーアエイヨー㈱、72名（含会員外６名）

６月６日（金） 第１回フィルター標準化特別委員会 東京・協会事務所、35名

６月７日（土） 第２回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、11名

６月10日（火） 第１回食品粉体技術、輸送合同分科会 川崎・日清製粉㈱鶴見工場

食品33名、輸送32名、会員外８名、合計73名

６月10日（火） 第１回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、13名

６月10日（火） 第３回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、16名

６月11日（水） 第１回リサイクル技術分科会

水戸・㈱リーテム、水戸リバーサイドホテル、24名

６月13日（金） 第１回混合・成形、粉砕合同分科会 黒川郡・仙台小林製薬㈱

混合18名、粉砕22名、合計40名

６月13日（金） 第１回造粒分科会 ㈱資生堂掛川工場、47名

６月17日（火） 第209回火曜会 当番会社：㈱大川原製作所

東京・虎ノ門パストラル、63名

ピアノ演奏 大石 啓氏
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６月18日（水） 第14回水曜会 当番会社：尾上機械㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、60名

講演・こどもの感性に学ぶ ㈱メルヘンハウス 三輪 哲氏

６月19日（木） 第１回バルクハンドリング分科会

日立プラント建設㈱松戸研究所、36名

６月20日（金） 第１回晶析分科会 東京・日本化学工業㈱、28名

６月25日（水）

～26日（木）

第38回粉体技術討論会および製品展示

東京・アルカディア市谷、粉体工学会と共催

６月27日（金） 第１回分級ふるい分け分科会 �電力中央研究所横須賀研究所、37名

７月２日（水）

～３日（木）

粉体入門セミナー（Ⅱ）

湯島・東京ガーデンパレス、34名

７月４日（金） 分科会代表幹事会議（関西） 京都・協会本部、14名

７月４日（金） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、12名

７月４日（金） 第１回乾燥分科会 シャープ㈱天理総合開発センター、24名

７月10日（木） 人材育成委員会第６回管理部門の情報交換会

東京・協会事務所、12名

７月11日（金） 第１回総務委員会 東京・協会事務所、８名

７月11日（金） 第13回金曜会 当番会社：㈱福岡タルク工業所

福岡・博多都ホテル、24名

講演・インターカレーション法によるタルクからナノシート（膨潤

性マイカ）の合成とその応用展開

産総研 基礎素材研究副部門長 立山 博氏

７月15日（火） 第４回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、17名

７月18日（金） 分科会代表幹事会議（関東） 東京・協会事務所、17名

７月22日（火） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会 名古屋・日本碍子㈱、32名

７月23日（水） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、18名

７月24日（木） 第３回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、15名

８月19日（火） 第210回火曜会 当番会社：ツカサ工業㈱

東京・虎ノ門パストラル、65名

講演・食と笑顔と心の持ち方 神谷料理研究所 神谷信将氏

８月21日（木） 第５回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、10名

８月22日（金） 第２回晶析分科会 富山大学、富山医科薬科大学和漢薬研究所、24名

８月22日（金） 第２回微粒子ナノテクノロジー分科会

愛知県・㈱豊田中央研究所、44名

９月４日（木） 第１回電子写真技術分科会 湯島・東京ガーデンパレス、60名
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９月12日（金）

～13日（土）

第３回「粉体と工業」誌編集委員会

日清製粉グループ軽井沢研修センター、10名

９月17日（水） 第２回粒子加工技術分科会 61名（含会員外12名）

三重県・大日本製薬㈱鈴鹿工場

９月18日（木） 第２回総務委員会 心斎橋・ホテル日航大阪、６名

９月18日（木） 第５回大阪粉体工業展委員会 心斎橋・ホテル日航大阪、19名

９月18日（木） 第２回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、21名

９月18日（木） 第153回木曜会 当番会社：㈱西村機械製作所

心斎橋・ホテル日航大阪、62名

講演・衣食住の色彩 米国認定カラーアナリスト 桶村久美子氏

９月19日（金） 第１回計装測定分科会 横浜・㈱資生堂リサーチセンター、17名

９月19日（金） 第４回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、11名

９月24日（水） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、13名

９月29日（月） 第８回粉体工学特別講座「高温集じんとその周辺」

湯島・東京ガーデンパレス、39名

９月30日（火） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、10名

10月３日（金） 第２回混合・成形分科会

市原市・出光石油化学テクニカルセンター、19名

10月３日（金） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、11名

10月７日（火） 第３回SC4小委員会 東京・協会事務所、19名

10月７日（火） 第211回火曜会 当番会社：㈱粉研パウテックス

東京・虎ノ門パストラル、75名

講演・３Ｒ政策の現状と課題

経産省リサイクル推進課長 井内摂男氏

10月10日（金） 第２回人材育成委員会 靭公園・大阪科学技術センター、７名

10月10日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

靭公園・大阪科学技術センター、43名

講演・プラント事業におけるモノづくりヒトづくり

㈱栗本鐡工所 元会長 五十嵐力氏

10月15日（水） 第２回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、12名

10月15日（水） 第15回水曜会 当番会社：晃栄産業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、50名

講演・コスタ・リカ共和国２ケ年滞在を終えて

東海ものづくり創生協議会 桑原好孝氏
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10月16日（木） 第２回バルクハンドリング、輸送合同分科会

高槻市・大阪府森林組合森林資源加工センター

バルク25名、輸送18名、合計43名

10月21日（火）

～24日（金）

粉体工業展大阪2003 南港・インテックス大阪

出展規模・130社、500小間、来場者40,783名

10月22日（火） 第１回教育部門会議 大阪南港・コスモスクエア交流センター、14名

10月23日（木） 第１回粉体工業展委員会 インテックス大阪、７名

10月23日（木） リサイクルビジネス技術フォーラム

第２回リサイクル技術、粉砕合同分科会、

環境資源工学会の共催 参加者・合計115名

大阪南港・コスモスクエア交流センター

10月30日（木） 第２回クリーン化分科会 シンポジウム

「半導体産業におけるクリーンルームの最新技術」

�日本空気清浄化協会と共催、東京・学士会館、

参加者80名（内分科会員19名）

11月５日（水） 第５回フィルター標準化特別委員会 東京・協会事務所、12名

11月７日（金） 第３回微粒子ナノテクノロジー分科会

茨木市・大阪大学接合技術研究所、24名

11月７日（金） 第14回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、22名

講演・リサイクル事業について

中山リサイクル産業㈱ 中山稔氏

11月11日（火） 第２回食品粉体技術、第１回湿式プロセス合同分科会

東京・本郷 ホテル機山館

食品25名、湿式12名、その他６名、合計43名

11月11日（火）

～12日（水）

第20回製剤と粒子設計シンポジウム

岐阜ルネッサンスホテル、粉体工学会と共催

11月12日（水） 第２回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、33名

11月13日（木）

～14日（金）

第32回専門講座「基礎から学ぶ最新の晶析技術」

東京・駿河台 化学会館、48名

11月18日（火） 第５回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、13名

11月19日（水）

～20日（木）

第33回専門講座「解り易い輸送の基礎知識と設計、トラブル対策」

大阪・緑地公園駅ビル、53名

11月20日（木） 第３回総務委員会 京都センチュリーホテル、９名

11月20日（木） 第３回理事会 京都センチュリーホテル、24名
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11月20日（木） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、45名

特別講演・最近の産学官連携の動きとＴＬＯの活動

立命館総長顧問 田中道七氏

11月20日（木） 第82回細川杯争奪麻雀会 京都・旭マージャン店、12名

11月21日（金） 第78回コナゴンゴルフ大会 京都・城陽カントリー倶楽部、17名

11月24日（月）

～25日（火）

第２回流動化分科会 22名

三井ガーデンホテル熊本、大牟田リサイクル発電

11月28日（金） 第２回造粒分科会 東京・中央大学後楽園キャンパス、49名

11月28日（金） 第33回専門講座（20日よりつづく）

「解り易い輸送の基礎知識と設計、トラブル対策」

11月29日（土）

～12月１日（月）

上海粉体工業展 中国顆粒学会主催

命尾副会長、林海外交流委員長ほか訪問団派遣

12月２日（火） 第212回火曜会 当番会社：味の素㈱

東京・虎ノ門パストラル、91名

忘年会、ビンゴゲームなど

12月３日（水） 第２回乾燥分科会 岐阜県・エコセンター恵那、21名

12月４日（木） 第２回電池製造技術分科会 焼津・㈱ダルトン テクノパーク、55名

12月４日（木） 第154回木曜会 当番会社：日刊工業新聞社

心斎橋・ホテル日航大阪、62名

忘年会、クイズおよびビンゴゲーム

12月５日（金） 第２回晶析分科会 川崎産業振興会館、29名

12月６日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・本郷 機山館、13名

12月12日（金） 第３回バルクハンドリング分科会 東京・富国生命ビル28階、32名

12月12日（金） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、17名

12月17日（水）

～19日（金）

第２回アジア粉体工学シンポジウムAPT2003

ペナン・パークロイヤルホテル、参加ツアー28名

2004年
（平成16年）

１月13日（火） 第213回火曜会 当番会社：㈱徳寿工作所

東京・虎ノ門パストラル、79名

講演・台頭する中国の現状 伊藤忠商事㈱顧問 藤野文晤氏

機能性微粒子材料創

製のための基盤技術

開発 京都府地域結

集型共同研究事業

平成16年より５年間

総予算25億円

研究総括 日高教授

１月14日（水） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、７名

１月14日（水） 第３回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、７名

１月23日（金） 第１回推薦審査委員会 名古屋・名鉄ニューグランドホテル、７名

１月23日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄ニューグランドホテル、59名

１月24日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄ニューグランドホテル、33名

2004
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１月27日（火） 第３回混合・成形分科会 京都・㈱島津製作所三条工場、50名

１月27日（火） 第６回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、12名

１月29日（木） 計装測定分科会第23回製品発表・講演会

検定用粒子と粒子系分布測定装置

東京・虎ノ門パストラル、63名

１月29日（木） 第３回クリーン化分科会 大岡山・東京工業大学、

シンポジウム「半導体工業における汚染制御」

会員27名、その他45名、合計72名

１月30日（金） 第３回輸送分科会 名古屋・愛知県中小企業センター、59名

１月30日（金） 第４回SC4小委員会 東京・協会事務所、23名

２月４日（水） 第２回分級ふるい分け分科会

三菱重工業㈱高砂研究所、神戸造船所、36名

２月４日（水） 第３回集じん分科会 つくば・産総研つくば西事業所、29名

２月５日（木） 第２回フィルター標準化特別委員会 東京・協会事務所、９名

２月５日（木） 第３回粉砕分科会 川崎重工業㈱八千代工場、23名

２月６日（金） 第７回大阪粉体工業展委員会 京都センチュリーホテル、39名

２月６日（金） 第３回粒子加工技術分科会（粉体工学会と共催）

エスエス製薬㈱成田工場、会員54名、その他26名、合計80名

２月16日（月） 第３回食品粉体技術分科会 サントリー㈱山崎蒸留所、48名

２月17日（火） 第３回リサイクル技術分科会 尼崎・㈱JMR、㈱クボタ、27名

２月18日（水） 第５回名古屋粉体工業展委員会 瑞浪市・柳家、８名

２月18日（水） 第16回水曜会 当番会社：杉山重工㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、52名

宇宙開発に学ぶ企業の危機管理 大同工業大学学長 沢岡昭氏

２月19日（木） 第２回電子写真技術分科会 大阪・産業創造館、48名

２月25日（水） 第２回標準粉体委員会 京都・協会本部、13名

２月26日（木） 粉体入門セミナー（Ⅲ） ぱるるプラザ京都、38名

３月２日（火） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、８名

３月２日（火） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・本郷 ホテル機山館、35名

講演・収益創出に向けた経営活動への挑戦

�社会経済生産性本部 越谷重友氏

３月５日（金） 第２回湿式プロセス分科会 西播磨・SPring８、15名

３月６日（土） 第５回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、13名

３月10日（水） 第８回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、11名

３月11日（木） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、47名
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３月11日（木） 第155回木曜会 当番会社：㈱栗本鐵工所

心斎橋・ホテル日航大阪、58名

講演・世界最大のひっくりかえし なにわ百年町構想

㈱とうりゃんせフードシステム 吉元弘機氏

３月12日（金） 第15回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、17名

講演・北九州市におけるTLOの現状

�北九州産業学術推進機構 重藤将美氏

３月16日（火） 第７回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、15名

３月16日（火）

～18日（木）

欧州粉体工業展POWTECH2004

ニュルンベルク 協会ブース出展

３月18日（木） 第４回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、13名

３月18日（木） 第４回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、27名

３月18日（木） 春期定例会合 湯島・東京ガーデンパレス、49名

講演・今後のわが国産業界の技術開発の在り方

東京大学総長特任補佐 石川正俊教授

３月18日（木） 第83回細川杯争奪麻雀会 東京・本郷 泉麻雀店、12名

３月19日（金） 第79回コナゴンゴルフ会 横浜カントリークラブ 東コース、９名

３月19日（金） 第４回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、17名

３月26日（金） 第３回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、30名

３月26日（金） 第２回海外交流委員会 京都・協会本部、15名

３月29日（月） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

４月９日（金） 第１回クリーン化、輸送合同分科会 日本新薬㈱小田原工場、

クリーン化27名、輸送16名、バルクなど11名、合計54名

４月13日（火） 第１回委員長連絡会 東京・虎ノ門パストラル、９名

４月13日（火） 第214回火曜会 当番会社：㈱マキノ

東京・虎ノ門パストラル、69名

講演・仕事の半分はムダである ソフトブレーン㈱ 宋文洲氏

４月15日（木） 第１回ISO/TC24国内委員会およびSC4小委員会

東京・協会事務所、22名

５月３日（月）

～６日（木）

米国粉体工業展

シカゴ・ローズモント 協会ブース出展

５月９日（日）

～11日（火）

第１回粒子加工技術分科会 日台合同シンポジウム

台湾・新竹工業技術研究所、

日本81名、台湾210名、シンガポール３名、合計294名

５月13日（木） 第１回晶析分科会 東京・亀戸文化センター、38名
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５月13日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、20名

５月13日（木） 第156回木曜会 当番会社：東洋ハイテック㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、48名

講演・近畿経済産業局の取り組みについて

近畿経済産業局 高橋俊之氏

５月14日（金） 造粒分科会第１回寺子屋造粒教室 東京・中央大学関口研究室、16名

５月18日（火）

～19日（水）

第１回混合・成形、晶析合同分科会（粉体工学会と共催）

混練・成形の評価法および粉末製造・晶析に関する技術フォーラム

京都・京大会館、混合18名、フォーラム50名、粉体工学会115名

５月20日（木） 第１回集じん分科会（通算100回記念）

湯島・東京ガーデンパレス、65名

５月25日（火） 第１回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、12名

５月25日（火） 第23回通常総会 東京・虎ノ門パストラル

議決権行使者 本人52名、委任状180名、合計232名

参加者79名、表彰者28名、合計107名

説明会・安全保障貿易管理制度について

経済産業省 総括上席検査官 下世古光可氏

講演・機械・プラント産業における材料技術の役割と動向

石川島播磨重工業㈱副社長 浜中順一氏

５月25日（火） 第２回理事会 東京虎ノ門パストラル、33名

５月25日（火） 第84回細川杯争奪麻雀会 東京・虎ノ門 沙論、８名

５月26日（水） 第１回電池製造技術分科会 大阪・千里阪急ホテル、58名

５月27日（木） 第８回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、16名

５月28日（金） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、17名

５月29日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、11名

６月２日（水） 第１回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、９名

６月３日（木）

～４日（金）

粉体入門セミナー（Ⅰ）粉とは何だろう？その性質と評価

ぱるるプラザ京都、20名

６月８日（火） 第１回リサイクル技術、乾燥合同分科会

東京・㈱奈良機械製作所、南部スラッジプラント

リサイクル26名、乾燥23名、合計49名

６月９日（水） 粉砕、分級ふるい分け、計装測定、湿式プロセス合同分科会

「超微粒子の生成・処理および評価」 本郷・東京大学

粉砕19名、分級20名、計装16名、湿式12名、合計67名

６月11日（金） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会 東村山・日機装㈱、28名

６月15日（火） 第１回食品粉体技術分科会 堺市・㈱リキッド・ガス、27名
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６月15日（火） 第215回火曜会 当番会社：大川原化工機㈱

東京・虎ノ門パストラル、66名

講演・中国ビジネスマナー

チャイナインフォーメイション21 筧武雄氏

６月16日（水） 第17回水曜会 当番会社：新東工業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、45名

講演・激動の昭和 満州脱出 ㈱東鮓 横井敬一氏

６月18日（金） 第１回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、17名

６月22日（火） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、10名

６月23日（水）

～24日（木）

第39回技術討論会および製品展示

「ナノ粒子の創製とハンドリングの新展開」

東京・アルカディア市谷（粉体工学会と共催）

７月１日（木）

～２日（金）

粉体入門セミナー（Ⅱ）粉をつくり、そして利用するために

ぱるるプラザ京都、19名

７月６日（火） 第９回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、15名

７月９日（金） 第１回環境エネルギー・流動化分科会

東京・丸の内 JFEビル、30名

７月９日（金） 第16回金曜会 当番会社：㈱ヨシカワ

福岡・博多都ホテル、29名

講演・生きがいある人生を送るために 宗勝寺住職 長澤昌英師

７月15日（木） 第１回人材育成委員会 京都・協会本部、９名

７月15日（木） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

キャンパスプラザ京都、24名

講演・祇園祭の魅力 国際京都学協会常務理事 島田崇志氏

７月16日（金） 第１回バルクハンドリング分科会

東京・ホテルグランドヒル市谷、42名

７月16日（金） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、17名

７月16日（金） 造粒分科会第２回寺子屋造粒教室 東京・中央大学関口研究室、18名

７月23日（金） 第１回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、29名

７月23日（金） フィルター標準化特別委員会第１回METI委員会

京都・協会本部、９名

７月30日（金） 第１回造粒分科会 静岡県・焼津水産化学工業㈱、㈱東朋、33名

７月31日（土） 第３回粉体とリサイクルに関するシンポジウム

名取市・宮城高専（粉体工学会東北談話会と共催）

８月３日（火） 第１回海外交流委員会 東京・虎ノ門パストラル、14名

８月３日（火） 第１回常務会 東京・虎ノ門パストラル、７名
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８月３日（火） 第２回委員長連絡会 東京・虎ノ門パストラル、10名

８月３月（火） 第216回火曜会 当番会社：赤武エンジニアリング㈱

東京・虎ノ門パストラル、77名

講演・富士写真フイルムのナノ材料開発

富士写真フイルム㈱ 小林英俊氏

８月９日（月）

～10日（火）

粉体入門セミナー（Ⅲ）粉をあやつる

ぱるるプラザ京都、31名

８月27日（金） 第２回SC4小委員会 東京・協会事務所、25名

８月27日（金） 第３回晶析分科会 月島区民館、23名

９月３日（金）

～４日（土）

第２回「粉体と工業」誌編集委員会

山形大学ゲストハウス、13名

９月２日 フロリダ

BrianScarlett教授

逝去９月８日（水） 第10回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、16名

９月９日（木） 第２回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、11名

９月10日（金） 造粒委員会第３回寺子屋造粒教室 東京・中央大学関口研究室、18名

９月10日（金） 第２回バルクハンドリング、輸送合同分科会

㈱神戸製鋼所・灘浜発電所、サイエンススクエア、

バルク24名、輸送17名、合計41名

９月14日（火） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、６名

９月15日（水） 第１回電子写真技術分科会 横浜・地球シミュレータセンター、40名

９月16日（木） 第２回総務委員会 心斎橋・ホテル日航大阪、10名

９月16日（木） 第２回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、９名

９月16日（木） 第３回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、25名

９月16日（木） 第157回木曜会 当番会社：アサダメッシュ㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、57名

講演・気軽なワインとカクテルの楽しみ方

リーガロイヤルホテル マスタソムリエ 岡昌治氏

チーフバーテンダ 馬場由美子氏

９月17日（金） 第２回粒子加工技術分科会

相模原市・カプスゲル・ジャパン㈱、69名

９月22日（水）

～24日（金）

第42回粉体に関する討論会（多数学協会の共催）

岐阜・県民文化ホール未来会館

10月１日（金） 第２回人材育成委員会 東京・協会事務所、５名

10月１日（金） 人材育成委員会若手営業・管理者のつどい

東京・本郷 機山館、46名

講演・決算書から見た危ない会社の見分け方

公認会計士 渡邉敬夫氏
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10月５日（火） 第２回リサイクル技術分科会 28名

川崎市・JFEスチール㈱、三栄レギュレータ㈱

10月５日（火） 第217回火曜会 当番会社：アイシン産業㈱

東京・虎ノ門パストラル、72名

講演・黒船来航と日本へのインパクト 横浜黒船館 羽田壽夫氏

10月６日（水） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、12名

10月８日（金） 第２回混合・成形分科会 名古屋・ノリタケカンパニーLtd.、32名

10月12日（火）

～14日（木）

上海粉体工業展

協会ブース出展、訪問団派遣

10月15日（金）

～16日（土）

第２回電池製造技術分科会

山形・国際蔵王高原ホテル、23名

10月20日（水） 第18回水曜会 当番会社：㈱ダルトン

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、29名

講演・アサヒビールの自己革新 ㈱エスアイテック 松井康雄氏

10月21日（木） 第11回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、15名

10月22日（金） 第２回集じん分科会、金沢大学秀峯会館、42名

10月25日（月） 第１回分科会運営委員会、京都・協会本部、５名

10月27日（水）

～28日（木）

第21回製剤と粒子設計シンポジウム 大津・琵琶湖ホテル

（粉体工学会と共催）

10月28日（木） 第２回大阪粉体工業展委員会

大阪・コスモスクエア国際交流センター、19名

11月４日（木） 第12回APPIE経営講座「輸出管理制度とその対応Part２」

ぱるるプラザ京都、20名

11月５日（金） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、13名

11月５日（金） 第17回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、21名

講演・私の研究「粒子・流体系のシミュレーション」とそれを踏ま

えて産業界と大学・学会の今後について

九州工業大学名誉教授 湯晋一氏

11月８日（月） 第３回総務委員会 幕張プリンスホテル、10名

11月９日（火）

～12日（金）

国際粉体工業展2004 千葉・幕張メッセ

出展規模222社819小間 来場者60,498名

11月10日（水） 第１回教育部門会議 幕張プリンスホテル、12名
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11月10日（水）

～11日（木）

国際粉体技術フォーラム「微粒子計測、ナノテクノロジー」

千葉・幕張メッセ、364名

（第４・５回晶析分科会 61名・上記内数）

（第２回微粒子ナノテクノロジー分科会 20名・同上）

11月10日（水） 第３回集じん分科会（第３回ＦＣシンポジウムと共催）

千葉・幕張メッセ、47名

11月12日（金）

～13日（土）

第３回SC4小委員会

千葉・幕張プリンスホテル、27名

11月12日（金） 第１回粉体工業展委員会 幕張メッセ、８名

11月12日（金） 造粒分科会第４回寺子屋造粒教室 東京・中央大学関口研究室、19名

11月16日（火） 第３回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、10名

11月18日（木）

～19日（金）

粉体技術専門講座「粉塵爆発の危険性と事例・対策」

名駅前・ロイヤルパークイン名古屋、55名

11月19日（金） フィルター標準化特別委員会第２回METI委員会

東京・協会事務所、11名

11月22日（月） 第３回食品粉体技術、第２回クリーン化合同分科会

東京・総評会館、食品34名、クリ24名、合計58名

11月24日（水） 第１回協会・学会幹部懇談会 京都センチュリーホテル、９名

11月25日（木）

～26日（金）

第３回クリーン化分科会 大岡山・東京工業大学

（エアロゾル学会と共催）講演と機器展示・実演

29名、エアロゾル学会128名、合計157名

11月25日（木） 第３回常務会 京都センチュリーホテル、８名

11月25日（木） 第４回理事会 京都センチュリーホテル、23名

11月25日（木） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、49名

講演・JIS試験用粉体および粒子 試験用粉体・試験用粒子が決

められてきた歴史的背景を含めて

山下試験用粉体研究所 山下憲一氏

11月25日（木） 第85回細川杯争奪麻雀会 京都・旭マージャン店、８名

11月26日（金） 第80回コナゴンゴルフ会

京都・城陽カントリークラブ 東コース、14名

11月26日（金） 第２回乾燥分科会 東京・ホテル機山館、25名

11月30日（火） 第２回フィルター標準化特別委員会

ぱるるプラザ京都、32名

12月２日（木） 第３回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、48名

12月２日（木） 第３回委員長連絡会 心斎橋・ホテル日航大阪、７名
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2004年
（平成16年）

12月２日（木） 第158回木曜会 当番会社：日本工業新聞社

心斎橋・ホテル日航大阪、62名

講演・機能性微粒子材料創製のための基盤技術開発

同志社大学教授 日高重助氏

講演のあと忘年懇親会

12月４月（土） 第３回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、10名

12月７日（火） 第218回火曜会 当番会社：㈱日清製粉グループ本社

東京・虎ノ門パストラル、107名

手品ショウおよび忘年懇親会

12月９日（木） 第12回東京国際粉体工業展委員会

東京・高輪プリンスホテル、21名

12月10日（金） 第２回分級ふるい分け分科会 明石・川崎重工業㈱技術研究所、35名

12月16日（木） 第４回SC4小委員会 東京・協会事務所、24名

2005年
（平成17年）

１月11日（火） 第２回分科会運営委員会 東京・虎ノ門パストラル、６名

１月11日（火） 第219回火曜会 当番会社：日本化学工業㈱

東京・虎ノ門パストラル、80名

講演・歓びの活動（ランニングの贈り物） ㈱資生堂 松田千枝氏

１月12日（水） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、８名

１月14日（金） 造粒分科会第５回寺子屋造粒教室 東京・中央大学関口研究室、17名

１月21日（金） 第１回推薦審査委員会 名古屋・名鉄グランドホテル、７名

１月21日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、51名

１月22日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、30名

１月26日（水） 第３回リサイクル技術、輸送合同分科会

伊賀上野・三重中央開発㈱

リサイクル23名、輸送17名、合計40名

１月27日（木） 第24回比表面積検定用粒子と比表面積測定装置に関する製品発表・講

演会（第２回計装測定分科会） 東京・虎ノ門パストラル、46名

１月28日（金） 第３回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、21名

１月28日（金） 第４回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、11名

２月２日（水） 第２回粉砕、湿式プロセス合同分科会

船橋：フローラ西船、市川：クリモト・ソイルバンク㈱

粉砕16名、湿式９名、合計25名

2005
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2005年
（平成17年）

２月４日（金） 第５回SC4小委員会 東京・協会事務所、21名 ２月４日（金）

矢澤英雄氏逝去

享年86歳

２月９日（水） 第４回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、10名

２月10日（木） 第３回粒子加工技術分科会 山口県・武田薬品工業㈱光工場、74名

２月16日（水） 第４回クリーン化分科会 糸魚川・信越ポリマー㈱、18名

２月16日（水） 名古屋粉体工業展 準備委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、９名

２月16日（水） 第19回水曜会 当番会社：㈱アマノ

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、47名

講演・中国ビジネスに関わる可能性と問題点

東方ハーモニー㈱ 司馬明泰氏

２月18日（金） 第２回電子写真技術分科会 枚方・ホソカワミクロン㈱、47名

２月18日（金） 第13回東京国際粉体工業展委員会 伊豆・熱川館、18名

３月３日（木）

～４日（金）

第３回食品粉体技術分科会、第２・３回造粒合同分科会

葉山・IPC生産性国際交流センター

食品24名、造粒40名、合計64名

３月４日（金） 第３回粉砕、湿式プロセス合同分科会

新潟県・㈱アイオムテクノロジー、粉砕18名、湿式18名、合計36名

３月４日（金） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、59名

３月５日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、10名

３月８日（火） フィルター標準化特別委員会第３回METI委員会

東京・協会事務所、10名

３月10日（木） 第４回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、10名

３月10日（木） 第159回木曜会 当番会社：不二パウダル㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、57名

講演・映画は時代を映す シネマライター 三木真理子氏

３月11日（金） 第３回人材育成委員会 金谷・お茶の郷、４名

３月11日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

静岡県金谷町・お茶の郷博物館、23名

講演・日本茶セミナー 小松和子氏

３月11日（金） 第２回標準粉体委員会 京都・協会本部、11名

３月11日（金） 造粒分科会第６回寺子屋造粒教室 東京・中央大学関口研究室、13名

３月11日（金） 第18回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、23名

講演・人型ロボット産業界への応用について

㈱テムザック 高本陽一氏
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2005年
（平成17年）

３月14日（月） 第２回環境エネルギー・流動化分科会 27名

山口県・㈱ＥＵＢ 廃プラガス化設備

中外炉工業㈱ バイオマスガス化発電設備

３月17日（木） 第４回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、12名

３月17日（木） 第５回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、27名

３月17日（木） 春期定例会合 湯島・東京ガーデンパレス、67名

講演・新JISマーク表示制度・新JNLA制度について

経済産業省 鬼束忠人氏

３月18日（金） 第81回コナゴンゴルフ会 横浜カントリークラブ 東コース、10名

３月18日（金） 第５回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、14名

３月25日（金） 第２回海外交流委員会 京都・協会本部、14名

３月28日（月） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、７名

３月29日（火） 第３回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、32名

４月12日（火） 第13回APPIE経営講座 同志社大学 山口栄一教授

「中小企業発のイノベーションを如何におこすか

青色発光ダイオード開発の光と影を教訓にして」

東京・虎ノ門パストラル、18名

４月12日（火） 第220回火曜会 当番会社：日清エンジニアリング㈱

東京・虎ノ門パストラル、64名

講演・機能性微粒子材料創製のための基盤技術研究

同志社大学教授 日高重助氏

４月20日（水） 第４回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、17名

４月30日（土） 第１回SC4小委員会 東京・協会事務所、18名

５月12日（木） 第１回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、７名

５月12日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、20名

５月12日（木） 第160回木曜会 当番会社：東洋紡績㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、53名

講演・四香同視と出会いの大切さ

京都工芸繊維大学教授 石原英昭氏

５月21日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、10名

５月24日（火） 第１回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、11名

５月24日（火） 第24回通常総会 東京・虎ノ門パストラル

議決権行使者 262名（本人42名、委任状220名）

参加者73名、表彰者26名、合計99名

講演・私の経営理念 信頼と実行の大切さ

㈱島津製作所会長 矢島英敏氏



―52―

年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2005年
（平成17年）

５月26日（木） 第１回電池製造技術、混合・成形合同分科会

新宿・センチュリーハイアット東京

電池40名、混合20名、合計60名

５月31日（火） 第１回晶析分科会 東京・亀戸文化センター、11名

６月１日（水） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、10名

６月２日（木） 第１回バルクハンドリング分科会

東京・㈱日清製粉グループ本社、45名

６月２日（木） 第１回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、16名

６月２日（木）

～３日（金）

粉体入門セミナー（Ⅰ）粉とは何だろうか？その性質と評価

湯島・東京ガーデンパレス、32名

６月10日（金） 第１回粒子加工技術分科会 藤枝市・㈱ツムラ静岡工場、63名

６月14日（火） 第１回リサイクル技術分科会 札幌・アグロ技術㈱研究所、13名

６月14日（火） 第221回火曜会 当番会社：槇野産業㈱

東京・虎ノ門パストラル、52名

講演・今 お寺は必要とされているのか？

南都 十輪院 住職 橋本純信師

６月21日（火） 第１回委員長連絡会 東京・協会事務所、10名

６月21日（火）

～22日（水）

第40回技術討論会

ナノ材料プロセッシングへの挑戦 粉砕・分級・混合

東京・アルカディア市谷、粉体工学会と共催

６月22日（水） 第１回集じん、輸送分科会 浜松・㈱環境衛生研究所

集じん26名、輸送17名、その他７名、合計50名

６月22日（水） 第１回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、７名

６月22日（水） 第20回水曜会 当番会社：ツカサ工業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、54名

講演・企業は人なり 企業ルネッサンスの待望

㈱デンソー元副社長 大岩路雄氏

６月29日（水） 第１回電子写真技術分科会 清瀬・独�産業安全研究所、29名

７月１日（金） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、16名

７月２日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、10名

７月５日（火）

～６日（水）

粉体入門セミナー（Ⅱ）粉をつくり、そして利用するために

湯島・東京ガーデンパレス、24名

７月６日（水） 第１回検定用粒子標準化委員会 京都・協会本部、６名
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2005年
（平成17年）

７月８日（金） 第19回金曜会 当番会社：㈱マキノ

福岡・博多都ホテル、28名

講演・ツキの呼び方、成功と失敗の法則

ＮＨＫ文化センター易経講師 竹村亜希子氏

７月12日（火） 第１回乾燥、食品粉体技術、クリーン化合同分科会

四日市・太陽化学㈱南部工場

乾燥27名、食品33名、クリーン化18名、合計78名

７月12日（火） 第１回人材育成委員会 東京・協会事務所、７名

７月12日（火） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館 52名

講演・営業ってなんだろう 売ることの楽しさ

㈱樋口商会 大浜 保氏

７月13日（水） 第５回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、22名

７月14日（木） 第２回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、20名

７月22日（金） フィルター標準化特別委員会第１回NEDO委員会

東京・協会事務所、12名

７月27日（水） 第１回計装測定、分級ふるい分け、湿式プロセス、粉砕合同分科会

京都・福田金属箔粉工業㈱

計装11名、分級10名、湿式12名、粉砕12名、合計45名

７月29日（金） 第１回造粒分科会 東海市・東邦ガス㈱、東邦冷熱㈱、30名

８月４日（木）

～５日（金）

粉体入門セミナー（Ⅲ）粉をあやつる

湯島・東京ガーデンパレス、３９名

８月５日（金） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会 神戸・シスメックス㈱、30名

８月８日（月） 第１回ISO/TC24国内委員会・第２回SC4小委員会

東京・協会事務所、30名

８月９日（火） 第２回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、11名

８月９日（火） 第２回常務会 東京・虎ノ門パストラル、８名

８月９日（火） 第２回理事会 東京・虎ノ門パストラル、27名

８月９日（火） 第222回火曜会 当番会社：三菱重工業㈱

東京・虎ノ門パストラル、65名

講演・中国経済の持続性とエネルギー・環境市場の最新動向

富士通総研 上席研究員 金堅敏氏

８月11日（木） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会 神戸・シスメックス㈱、30名

８月22日（月） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、11名

８月25日（木） 第３回東京国際粉体工業展委員会 東京・協会事務所、17名

８月29日（月） 第１回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、31名
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2005年
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９月２日（金）

～３日（土）

第３回「粉体と工業」誌編集委員会

伊豆高原・ライオン研修センター、13名

９月８日（木） 第６回大阪粉体工業展委員会 大阪・梅田 ハービスプラザ、19名

９月９日（金） 第２回粒子加工技術分科会

大和郡山・㈱シオノギクオリカプス、58名

９月９日（金）

大川原嘉平氏逝去

享年86歳９月15日（木） 第１回分科会運営委員会 心斎橋・ホテル日航大阪、５名

９月15日（木） 第２回委員長連絡会 心斎橋・ホテル日航大阪、８名

９月15日（木） 第161回木曜会 当番会社：大川原化工機㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、60名

講演・最新中国事情紹介 医薬品産業を中心として

㈱モリモト医薬 盛本修司氏

９月21日（木） 第１回環境エネルギー・流動化分科会 12名

大阪舞洲スラッジセンター、神戸製鋼灘浜発電所

９月21日（水） 第２回人材育成委員会 靭公園・大阪科学技術センター、７名

９月21日（水） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

靭公園・大阪科学技術センター、43名

講演・食品の粉体を扱って40年、今だから言える、ユーザーからの

目線でメーカーを見ると

元ハウス食品㈱技術部長 武本正文氏

９月30日（金） 第２回検定用粒子標準化委員会 京都・協会本部、７名

９月30日（金） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、14名

10月４日（火） 第３回常務会 東京・虎ノ門パストラル、９名

10月４日（火） 第223回火曜会 当番会社：フルード工業㈱

東京・虎ノ門パストラル、71名

講演・世界最長2000ｍ級スパン本四連絡橋に挑んで

海峡横断道路調査会 杉田卓男氏

10月６日（木） 第２回バルクハンドリング、輸送合同分科会

半田市・ツカサ工業㈱、バルク31名、輸送26名、合計57名

10月７日（金） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、13名

10月11日（火）

～13日（木）

POWTECH2005 ニュルンベルク

協会ブース出展

10月12日（水） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、７名

10月18日（火）

～21日（金）

粉体工業展大阪2005 南港・インテックス大阪

出展規模190社、560小間、来場者43,752名
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2005年
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10月19日（水） 第２回集じん、分級ふるい分け合同分科会

土佐堀・大阪YMCA会館、

集じん23名、分級11名、その他１名、合計35名

10月20日（木） 第１回粉体工業展委員会 インテックス・大阪、７名

10月26日（水） 第２回食品粉体技術委員会

茨城県・㈱エフビコ関東リサイクル工場、25名

10月26日（水） 第２回リサイクル技術分科会

半田市・豊田メタル㈱、知多市・知多Ｅ＆Ｍ㈱、19名

10月26日（水）

～27日（木）

第22回製剤と粒子設計シンポジウム

浜松・オークラアクトシティホテル（粉体工学会と共催）

10月27日（木） 第１回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

10月28日（金） 第２回電池製造技術分科会 一関・岩手県南技術研究センター、32名

11月２日（水）

～４日（金）

第43回粉体に関する討論会（多学協会の共催）

韓国・釜山大学校

11月４日（金） 第３回総務委員会 福岡・博多都ホテル、10名

11月４日（金） 第20回金曜会 当番会社：㈱村上精機工作所

福岡・博多都ホテル、36名

講演・ものづくりと地域産業振興

北九州市産業学術振興局 古瀬利博氏

11月11日（金） 第35回粉体技術専門講座 粉塵爆発の危険性と事例・対策

湯島・東京ガーデンパレス、74名

11月15日（水） 第３回SC4小委員会 東京・協会事務所、20名

11月15日（水） 第２回ISO/TC24国内委員会 東京・協会事務所、９名

11月16日（水） 第２回名古屋粉体工業展委員会 瑞浪市・柳家、８名

11月16日（水） 第21回水曜会 当番会社：㈱マキノ

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、50名

講演および舞踊上演 西川流名取 西川陽子氏

解説 西川千雅氏

11月17日（木） 教育部門会議 京都・協会本部、９名

11月17日（木）

～18日（金）

第36回粉体技術専門講座 基礎から学ぶ最新の晶析技術

東京・ヴィラ フォンテーヌ汐留、36名

11月17日（木） 第２回クリーン化分科会（エアロゾル学会と合同シンポ）

大岡山・東京工業大学、22名、総計123名

11月21日（月） 第２回混合・成形分科会 （粉体工学会関東談話会と共催）

埼玉・大正製薬㈱大宮工場、

分科会21名、粉体工学会20名、合計41名
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2005年
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11月24日（木） 第２回分科会運営委員会 京都センチュリーホテル、５名

11月24日（木） 第３回理事会 京都センチュリーホテル、27名

11月24日（木） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、65名

講演・ＤＤＳをめぐるナノテクと粉テク その将来展望

愛知学院大学教授 川島嘉明氏（協会副会長）

11月25日（金） 第82回コナゴンゴルフ会

京都・城陽カントリークラブ 東コース 18名

11月25日（金） 第４回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、19名

11月26日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・ホテル機山館、11名

11月28日（月） 第２回乾燥分科会 京都大学桂キャンパス、15名

12月２日（金） 第３回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、51名

12月２日（金） 第７回大阪粉体工業展委員会 京都・祇園ホテル、39名

12月６日（火） 第224回火曜会 当番会社：㈱ツムラ

東京・虎ノ門パストラル、87名

忘年会 ビンゴゲームおよび福引

12月７日（水） 第３回輸送分科会 兵庫県・住友大阪セメント㈱赤穂工場、32名

12月８日（木） 第９回粉体工学特別講座 機能性ナノ粒子の新しい利用

京都・私学会館、34名

12月８日（木） 第162回木曜会 当番会社：㈱セイシン企業

心斎橋・ホテル日航大阪、69名

講演・我々が目指す明日の我が社 そしてそれを作るリーダーのあ

るべき姿 御国色素㈱ 久 英之氏

忘年会・ビンゴゲームおよび福引

12月９日（金） 第２回微粒子ナノテクノロジー分科会

上福岡・㈱日清製粉グループ本社研究所群、32名

2006年
（平成18年）

１月10日（火） 第225回火曜会 当番会社：アーステクニカ㈱

東京・虎ノ門パストラル、62名

講演・最近の製品安全に関する規格等の動向

技術士 松本俊次氏

１月20日（金） 第２回推薦審査委員会 名古屋・名鉄グランドホテル、８名

１月20日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、64名

１月21日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、29名

１月25日（水） 第５回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、17名
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2006年
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１月26日（木） 第25回製品発表・講演会 新しい粉体物性測定法

東京・虎ノ門パストラル、66名、（計装測定分科会）

１月27日（金） 第３回食品粉体技術、クリーン化合同分科会

徳島・大塚製薬㈱、大塚食品㈱、

食品17名、クリーン化24名、合計41名

１月31日（火） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、７名

２月２日（木） 第３回集じん分科会 逗子・�電力中央研究所、30名

２月３日（金） 第３回混合・成形分科会 京都・長岡京 ㈱松栄堂、24名

２月８日（水） 第２回標準粉体委員会 京都・協会本部、13名

２月８日（水） 第３回検定用粒子標準化小委員会 京都・協会本部、12名

２月10日（金） 第２回晶析分科会 津田沼・千葉工業大学、35名

２月15日（水） 第３回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、９名

２月15日（水） 第22回水曜会 当番会社：中央化工機㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、49名

講演・ツキを呼ぶ魔法の言葉 工学博士 五日市剛氏

２月15日（水）

～16日（木）

第37回粉体技術専門講座（実習付）

粉体微粒子のキャラクタリゼイション

けいはんなプラザ・ラボ棟、47名（第２回電子写真技術分科会）

２月17日（金） フィルター標準化特別委員会第２回NEDO委員会

東京・協会事務所、14名

２月17日（金） 第３回粒子加工技術分科会 愛知県・日清製粉㈱知多工場、54名

２月21日（火） 第３回リサイクル技術分科会

世田谷・東京農業大学エコテクノゾーン、25名

２月22日（水） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、９名

２月22日（水） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、56名

講演・活躍される営業の皆さんへ 萬有製薬㈱ 平手晴彦氏

２月24日（金） 第２回フィルター標準化特別委員会 京都・祇園ホテル、26名

３月２日（木）

～３日（金）

第２・３回造粒分科会（関口先生退官記念）

伊豆高原・ライオン研修センター、44名

３月３日（金） 第21回金曜会 当番会社：㈱ダルトン

福岡・博多都ホテル、26名

講演・もてなしの心 ㈱船場吉兆 湯木尚治氏

３月９日（木） 第４回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、10名

2006
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３月９日（木） 第163回木曜会 当番会社：㈱ＣＮＴ

心斎橋・ホテル日航大阪、50名

講演・社会環境変化とセキュリティシステム

立教大学教授 佐取 朗氏

３月10日（金） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、11名

３月10日（金） 第４回バルクハンドリング分科会

つくば・独�食品総合研究所、エステック㈱、28名

３月11日（土） 第５回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、12名

３月13日（月） 第４回SC4小委員会 東京・協会事務所、20名

３月13日（月） 第３回ISO/TC24国内委員会 東京・協会事務所、10名

３月15日（水） 第２回海外交流委員会 京都・協会本部、11名

３月16日（木） 第４回総務委員会 お茶の水・ホテル聚楽、11名

３月16日（木） 第４回理事会 東京・お茶の水 ホテル聚楽、27名

３月16日（木） 春期定例会合 東京・お茶の水 ホテル聚楽、60名

講演・粉体技術の標準化戦略 規格委員会委員長 内海良治氏

３月22日（木） 第２回環境エネルギー・流動化分科会 小金井・東京農工大学、15名

３月27日（月） 第３回粉砕分科会（資源素材学会と共催）

津田沼・千葉工業大学、分科会25名、資源学会20名、合計45名

３月29日（水） 第３回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

４月４日（火） 第６回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、18名

４月11日（火） 第226回火曜会 当番会社：㈱大川原製作所

東京・虎ノ門パストラル、70名

演奏・Miyack魅惑のアコーデオン 渡辺美和子氏

４月12日（水）

～15日（土）

粉体工業展名古屋2006（中部パックと合同開催）

金城ふ頭・ポートメッセなごや

出展規模31社、88小間（全体210社、736小間）

来場者54,872名（総計）

４月23日（日）

～27日（木）

5WCPT 第５回

粉体工学世界会議

オーランド・Florida５月８日（月）

～11日（木）

米国粉体工業展 シカゴ・ローズモント、

協会ブース出展、調査団13名、

コーディネータ 松本横浜国大教授

５月11日（木） 第１回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、９名

５月11日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、24名

５月11日（木） 第164回木曜会 当番会社：㈱菊水製作所

心斎橋・ホテル日航大阪、54名

講演・新幹線車軸（高周波焼入）の研究から生命の本質を考える

龍谷大学名誉教授 中村 宏氏
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５月15日（月）

～16日（火）

第１回粒子加工技術分科会 中日製剤と粒子設計研究交流会

中国・瀋陽薬科大学、日本63名、中国250名

５月19日（金） 第１回環境エネルギー・流動化分科会

第３回ガス化溶融炉事例シンポジウム

東京・大手町 JFEビル、75名

５月22日（月） 第１回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、10名

５月22日（月） 第25回通常総会 東京・虎ノ門パストラル、

議決権行使者 226名（本人42名、委任状184名）

参加者104名、表彰者28名、合計132名

講演・技術開発と産官学連携の体験

名古屋大学名誉教授 外山茂樹氏（協会参与）

５月22日（月） 第２回理事会 東京・虎ノ門パストラル、31名

江見 準 金沢大学名誉教授を会長に選出

５月23日（火） 第83回コナゴンゴルフ会 多摩市・桜ケ丘カントリークラブ、10名

５月24日（水） 第１回晶析分科会 京都・京大会館、28名

（粉体工学会春期研究発表会併催、技術フォーラム―晶析）

５月25日（木） 第１回電池製造技術分科会 京都・京大会館、50名

（粉体工学会春期研究発表会併催、技術フォーラム）

５月25日（木） 食品粉体技術分科会

泉南市・㈱関西インフライトケータリング、26名

５月29日（月）

～30日（火）

第38回粉体技術専門講座

サブミクロン粒度領域への微粉砕・分散技術とコンタミ対策

（粉砕分科会企画） 東京・新橋住友ビル、51名

６月１日（木） 第１回ISO/TC24国内委員会およびSC4小委員会

東京・協会事務所、29名

６月３日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、14名

６月５日（月）

～７日（水）

上海国際粉体工業/散装技術展覧会並びに会議

上海国際展覧センター、協会ブース出展、江見会長他参加

６月８日（木） 第７回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、22名

６月８日（木） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、８名

６月12日（月）

～13日（火）

粉体入門セミナー（Ⅰ）粉体とは何だろうか？その性質と評価

ぱるるプラザ京都、29名

６月13日（火） 第１回委員長連絡会 東京・虎ノ門パストラル、11名
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６月13日（火） 第227回火曜会 当番会社：㈱マツボー

東京・虎ノ門パストラル、74名

演奏・民族楽器の奏でるヒーリングの夕べ

インディアンフルート 真砂秀朗氏

ケルティックハープ 八木健一氏

６月20日（火）

～21日（水）

第52回技術討論会および製品展示（粉体工学会と共催）

医薬・製剤分野における超臨界流体技術の応用とナノＤＤＳの進展

東京・アルカディア市谷

６月20日（火） 第１回リサイクル技術、輸送合同分科会

呉市・産総研中国センター、リサイクル12名、輸送15名、合計27名

６月21日（水） 第23回水曜会 当番会社：㈱尾上機械

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、49名

講演・今名古屋が一番元気、そのルーツを探る

南山大学教授 安田文吉氏

６月22日（木） 製造事業部門拡大会議 京都・協会本部、６名

６月24日（土） 第１回ナノ粒子の安全性検討準備委員会 京都・協会本部、12名

６月27日（火） 第１回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、19名

６月30日（金） 第１回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、48名

７月５日（水） 第１回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、14名

７月６日（木） 第１回電子写真技術分科会 名古屋・旭サナック㈱、34名

７月７日（金） 第22回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、23名

講演・ストック型社会への転換 あなたの未来を豊かにする日本の

変え方

九州国際大学次世代システム研究所長 岡本久人氏

７月11日（火）

～12日（水）

粉体入門セミナー（Ⅱ）粉をつくり、そして利用するために

ぱるるプラザ京都、33名

７月12日（水） 第１回検定用粒子標準化委員会 京都・協会本部、７名

７月12日（水） 第１回JIS原案作成委員会� 京都・協会本部、10名

７月13日（木） 第１回集じん分科会（粉体工学会集じんグループ会共催）

東京・サンシャインシティ文化会館、45名

７月14日（金） 第１回分級ふるい分け分科会 神戸・シスメックス㈱、20名

７月18日（火） 第８回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、21名
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７月20日（木） 第１回混合・成形、微粒子ナノテクノロジー合同分科会

つくば・産総研中央第５本館、カーボンナノチューブ

混合19名、微粒子11名、合計30名

７月21日（金） 第２回晶析分科会 東京・ヴィラフォンテーヌ汐留、13名

７月22日（土） 第２回ナノ粒子の安全性検討準備委員会 京都・協会本部、13名

７月25日（火） 第１回乾燥分科会 21名

さいたま市・㈱カワタECOテクニカルセンター、

７月28日（金） 第１回粉塵爆発委員会 清瀬・独�労働安全衛生総合研究所、13名

７月28日（金） 第１回人材育成委員会 名古屋会議室シャトル栄店、８名

７月28日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

名古屋会議室シャトル栄店、27名

講演・2010年勝ち残るための人材�採用と育成戦略

㈱ベンチャーリンク 小林忠嗣氏

８月２日（水） 第２回常務会 京都・協会本部、10名

８月２日（水）

～３日（木）

粉体入門セミナー（Ⅲ）粉をあやつる

ぱるるプラザ京都、35名

８月８日（火） 第２回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、10名

８月８日（火） 第３回理事会 東京・虎ノ門パストラル、26名

８月８日（火） 第228回火曜会 当番会社：㈱奈良機械製作所

東京・虎ノ門パストラル、61名

講演・心の健康 メンタルヘルス

東京慈恵会医科大学付属青戸病院 伊藤洋氏

８月８日（火） 第39回粉体技術専門講座 粉体の流動性と物性の測定

東京・中央大学後楽園キャンパス、31名

（バルクハンドリング分科会企画）

８月21日（月） 第１回分科会運営委員会（拡大委員会） ぱるるプラザ京都、29名

８月28日（月） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、15名

８月30日（水） 安全保障貿易管理説明会 東京・協会事務所、

８月31日（木） 第９回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、19名

９月５日（火） 第２回JIS原案作成委員会� 京都・協会本部、10名

９月５日（火） 第２回検定用粒子標準化委員会 京都・協会本部、８名

９月５日（火） 第２回微粒子ナノテクノロジー、集じん、混合・成形、クリーン化合

同分科会 キャンパスプラザ京都

ナノ13名、集じん12名、混合４名、クリーン化４名、その他２名、

合計35名

９月６日（水） 第２回SC4小委員会 東京・協会事務所、24名
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９月７日（木） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、８名

９月12日（火） 第２回人材育成委員会 東京・協会事務所、10名

９月14日（木） 第２回委員長連絡会 心斎橋・ホテル日航大阪、12名

９月14日（木） 第165回木曜会 当番会社：㈱西村機械製作所

心斎橋・ホテル日航大阪、52名

講演・決め手はやっぱり人間力

今年のスポーツ界の前半を振り返って

日刊スポーツ大阪本社 井関真氏

９月15日（金） 第３回混合・成形分科会

鹿児島県・日本特殊陶業㈱宮之城工場、18名

９月15日（金）

～16日（土）

第２回「粉体と工業」詩編集委員会

IHI保養所 蓼科高原ピアタスＲ＆Ｓ、13名

９月20日（水）

～22日（金）

第44回粉体に関する討論会（多学協会の共催）

小倉・北九州国際会議場

９月21日（木）

～22日（金）

第２回バルクハンドリング分科会

徳島県・電発橘湾火力発電所、大塚製薬㈱、20名

９月22日（金） 第40回粉体技術専門講座 粉体輸送のコンタミ対策

名駅前・ロイヤルパークイン名古屋、37名

（輸送分科会企画）

９月22日（金） 第２回粒子加工技術分科会 84名

清瀬・独�労働安全衛生総合研究所・産業安全研究所

９月22日（金） 第１回造粒分科会 23名

藤沢・ＡＫＳ東日本㈱、日本精工㈱藤沢技術開発センター

10月４日（水） 第10回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、23名

10月10日（火） 第３回常務会 東京・虎ノ門パストラル、10名

10月10日（火） 第229回火曜会 当番会社：エステック㈱

東京・虎ノ門パストラル、79名

講演・安全保障貿易管理制度を巡る最近の動向について

経済産業省 安全保障貿易検査官室長 村上博之氏

10月11日（水） 第１回JIS原案作成委員会�� 京都・協会本部、10名

10月17日（火） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、15名

10月18日（水） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、９名

10月18日（水） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・学士会分館、39名

講演・出会いの喜び 創る喜び 信頼の喜び

コミー㈱ 小宮山栄氏
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10月19日（木） 第２回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、20名

10月25日（水）

～26日（木）

第23回製剤と粒子設計シンポジウム

広島全日空ホテル（粉体工学会と共催）

10月26日（木） 第１回推薦審査委員会 京都・協会本部、９名

10月26日（木） 第１回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、29名

10月27日（金） 第１回粉砕分科会 山形大学、25名（神田先生退官記念）

10月28日（土） 第３回ナノ粒子の安全性検討準備委員会 京都・協会本部、13名

11月６日（月） 第３回総務委員会 幕張・アパホテル＆リゾート、11名

11月７日（火）

～10日（金）

国際粉体工業展2006 千葉・幕張メッセ

出展規模267社、804小間、来場者61,486名

11月８日（水） 東アジアフォーラム 幕張メッセ国際会議場、156名 11月８日（金）

粉体工学会創立50周

年記念式典

幕張メッセ国際会議

場

11月９日（木） 教育部門会議 幕張メッセ国際会議場、12名

11月９日（木） 第２回電池製造技術分科会 東京・清水建設㈱技術研究所、38名

11月９日（木） 第２回国際粉体技術フォーラム 幕張メッセ国際会議場、150名

11月10日（金） 第１回粉体工業展委員会 幕張メッセ、８名

11月10日（金） 第３回粒子加工技術分科会 国際フォーラム 幕張メッセ、55名

11月10日（金） 第３回工業晶析国際シンポジウム 微粒子生成と機能化

幕張メッセ国際会議場、56名

11月14日（火） 第２回リサイクル技術分科会

園部・カンポリサイクルプラザ㈱、19名

11月15日（水） 第２回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、11名

11月15日（水） 第24回水曜会 当番会社：晃栄産業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、59名

講演・三題噺だらけの研究教育

日本キリスト教団中目黒協会牧師

東京工業大学名誉教授 早川宗八郎氏

11月16日（木） 第２回乾燥分科会 東京・ホテル機山館、23名

11月16日（木） 第２回食品粉体技術、クリーン化、輸送合同分科会

千葉・全農パールライス東日本㈱千葉精米工場

食品18名、クリーン化12名、輸送18名、合計48名

11月17日（金） 第２回分科会運営委員会 東京・協会事務所、４名

11月17日（金） 第２回電子写真技術分科会 湯島・東京ガーデンパレス、76名

11月20日（月） 第１回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、９名

11月20日（月） 第３回SC4小委員会 東京・協会事務所、21名

11月21日（火） 第４回理事会 京都センチュリーホテル、31名
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11月21日（火） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、63名

講演・日本文化の特質 日本画家の立場から

日本芸術院会員 上村淳之氏

11月21日（火） 第88回細川杯争奪麻雀会 京都・旭麻雀店、12名

（麻雀会は本回を以って終了）

11月22日（水） 第84回コナゴンゴルフ会 京都・城陽カントリークラブ、18名

11月24日（金） 第23回金曜会 当番会社：㈱ヨシカワ

福岡・博多都ホテル、30名

講演・東アジアの産物「書」が魅せる～古今東西・衣食住

書家、宇佐美本店社長 宇佐美志都氏

11月29日（水） 第２回分級ふるい分け分科会 東京・学士会館、43名

12月２日（土） 第３回「粉体と工業」誌編集委員会

石川島播磨重工業㈱横浜事業所ゲストハウス、15名

12月４日（月） 第２回環境エネルギー・流動化分科会 ９名

愛知県・田原リサイクルセンター炭生館

豊橋技術科学大学

12月５日（火） 第230回火曜会 当番会社：ライオン㈱

東京・虎ノ門パストラル、89名

忘年会・アトラクション＆クジ引き

12月７日（木） 第166回木曜会 当番会社：㈱栗本鐵工所

心斎橋・ホテル日航大阪、76名

講演・官から民へ、国内から海外へ

㈱栗本鐵工所社長 横内誠三氏

12月12日（火） 第２回製造事業部門拡大会議 京都・協会本部、６名

12月14日（木） 第３回集じん分科会 横浜・電発㈱磯子発電所、27名

12月16日（土） 第４回ナノ粒子の安全性検討準備委員会 京都・協会本部、12名

12月20日（水） 第３回JIS原案作成委員会� 京都・協会本部、９名

12月20日（水） 第３回検定用粒子標準化委員会 京都・協会本部、８名

12月21日（木） 第２回JIS原案作成委員会� 京都・協会本部、６名

2007年
（平成19年）

１月12日（金） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、８名

１月12日（金） 第３回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、６名
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１月16日（火） 第231回火曜会 当番会社：㈱セイシン企業

竹芝・ホテルインターコンチネンタル東京ベイ、65名

講演・環境保全への歩み イワダレソウの改良と今後の展開

宇都宮大学 倉持仁志氏

１月17日（水） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、９名

１月19日（金） 教育部門会議 名古屋・名鉄グランドホテル、６名

１月19日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、73名

１月20日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、35名

１月22日（月） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、14名

１月24日（水） 第26回製品発表・講演会 ナノ～マイクロ粒子の測定と測定装置

東京・虎ノ門パストラル、10社、13件、74名

１月26日（金） 第３回バルクハンドリング、輸送合同分科会 知多・㈱キクテック

バルク18名、輸送19名、合計37名

１月26日（金） 第３回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、20名

２月２日（金） 第４回混合・成形分科会

京都・㈱村田製作所、ぱるるプラザ京都、55名

２月２日（金） 第11回東京粉体工業展委員会 熱海・ウオミサキホテル、23名

２月９日（金） 第３回環境エネルギー・流動化、クリーン化、リサイクル技術合同

分科会 東京・JFE大手町ビル

流動６名、クリーン８名、リサイ18名、合計32名

２月15日（木） 第４回粒子加工技術分科会

沖縄県工業技術センター、㈲沖縄長生薬草、金秀バイオ㈱、64名

２月16日（金） 第５回粒子加工技術分科会 沖縄県地域振興公社

会員64名、現地参加者65名、合計129名

２月19日（月） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、10名

２月19日（月） 第４回検定用粒子標準化委員会 京都・協会本部、８名

２月20日（火） 第１回全科展・粉工展合同会議

大阪・トーコーシティホテル梅田、18名

２月21日（水） 第３回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、10名

２月21日（水） 第25回水曜会 当番会社：杉山重工㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、57名

講演・フェライト磁石を中心とした日本の磁性材料事業について

元ＴＤＫ㈱取締役 藤野勝裕氏

２月22日（木） 第２回JIS原案作成委員会�� 京都・協会本部、11名

2007
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２月23日（金） 第３回電池製造技術分科会

小名浜・国民年金健康センターいわき、30名

２月26日（月） 第４回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、13名

２月26日（月） 第４回SC4小委員会 東京・協会事務所、20名

２月27日（火） 第４回人材育成委員会 東京・協会事務所、８名

２月27日（火） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、44名

講演・心あるところに宝あり

㈱イエローハット 鍵山秀三郎氏

３月１日（木） 第２回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、28名

３月１日（木）

～２日（金）

第２・３回造粒分科会

伊豆高原・ライオン㈱研修センター、40名

３月２日（金） 第24回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、30名

講演・食について フードコラムニスト 伊豆美沙氏

３月６日（火） 第４回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、15名

３月７日（水） 第４回バルクハンドリング分科会

東京・㈱日清製粉グループ本社、54名

３月７日（水） 第２回粉砕、計装測定、第１回湿式プロセス合同分科会

静岡県・白石工業㈱不二工場

粉砕36名、計装８名、湿式12名、合計56名

３月８日（木） 第４回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、10名

３月８日（木） 第167回木曜会 当番会社：ワールドインシュアランスサービス㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、48名

講演・グローバル人材育成

外国人研修制度で中国研修生の人生を変える

中国国際技術智力合作公司 張俊氏

３月10日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 京都・協会本部、14名

３月12日（月） 第２回海外交流委員会 京都・協会本部、13名

３月15日（木） 第４回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、９名

３月15日（木） 第５回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、29名

３月15日（木） 春期定例会合 湯島・東京ガーデンパレス、65名

報告・ナノ粒子の安全性検討準備委員会 川島嘉明委員長

講演・経済産業省が進める技術政策について

～技術管理からロボットまで～

経産省産業機械課長補佐 土屋博史氏
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３月22日（木） 第３回食品粉体技術分科会 茨城県・日本照射サービス㈱、17名

３月27日（火） 第３回推薦審査委員会 京都・協会本部、７名

３月27日（火）

～29日（木）

POWTECH2007 ニュルンベルク

協会ブース出展、森海外交流委員会副委員長アテンド

４月３日（火） 人材育成委員会・中小企業産学連携製造中核人材育成事業

準備委員会 京都・協会本部、17名

４月10日（火） 第232回火曜会 当番会社：日本エリーズマグネチック㈱

東京・虎ノ門パストラル、73名

講演・演者紹介 本間忠氏

落語 平林、お血脈 小名古屋好蔵師

（北大教授 恒川昌美氏）

４月20日（金） 第１回APPIE産学官連携フェア2007実行委員会

京都・協会本部、９名

４月20日（金） 第４回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、19名

４月20日（金） 第１回晶析分科会 同志社大学東京オフィス、31名

４月25日（水） 第１回検定用粒子作製運営委員会 京都・協会本部、７名

４月25日（水）

～26日（木）

第41回粉体技術専門講座（実習付き）

粉体微粒子のキャラクタリゼイション 微粒子の付着性・凝集性

神戸・シスメックス㈱、33名

（第１回電子写真技術分科会）

５月10日（木） 第１回電池製造技術、分級ふるい分け合同分科会

伊丹市・パウレック㈱、電池38名、分級22名、合計60名

５月10日（木） 第１回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、12名

５月10日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、29名

５月10日（木） 第168回木曜会 当番会社：㈱大川原製作所

心斎橋・ホテル日航大阪、66名

アコーディオン演奏とトーク ミヤック 渡辺美和子

５月18日（金） 第３回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・�中部科学技術センター、８名

５月19日（土） 第１回ナノ粒子の安全性検討委員会 京都・協会本部、14名

５月23日（水） 第１回食品粉体技術分科会 東京・駿河台 総評会館、50名

５月23日（水） 第１回電子写真技術分科会

東京・駿河台 総評会館、（粉体工学会と合同開催）

５月24日（木） 第１回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、12名
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５月24日（木） 第26回通常総会 東京・虎ノ門パストラル、

議決権行使者213名、本人39名、委任状174名

参加者66名、表彰者37名、合計103名

講演・モノ造り真っ直中（失敗に学ぶ）

㈱松島機械研究所 松島徹氏

５月25日（金） 第１回電池製造技術分科会 伊丹・パウレック㈱、60名

５月29日（火） 第１回ISO/TC24国内委員会およびSC4小委員会

東京・協会事務所、30名

５月31日（木） 第１回バルクハンドリング分科会

東京・㈱日清製粉グループ本社、43名

６月１日（金） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、11名

６月２日（土） 第２回APPIE産学官連携フェア2007実行委員会

京都・協会本部、10名

６月４日（月）

～５日（火）

粉体入門セミナー（Ⅰ）粉とは何だろう？その性質と評価

湯島・東京ガーデンパレス、58名

６月９日（土） 第１回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、18名

６月12日（火） 第１回委員長連絡会 東京・虎ノ門パストラル、13名

６月12日（火） 第233回火曜会 当番会社：㈱徳寿工作所

東京・虎ノ門パストラル、79名

講演・最近の中国をどうみるべきか？

引越しできない日本の視点から

セントラル短資㈱ 大西義久氏

６月13日（水） 第１回乾燥分科会 大阪・舞洲スラッジセンター、24名

６月13日（水） 第１回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、20名

６月15日（金） 第１回粒子加工技術分科会 門真市・東和薬品㈱、84名

６月19日（火） 第２回晶析分科会 東京・アルカディア市谷、60名

（粉体工学会第42回技術討論会と併催）

６月20日（水） 第26回水曜会 当番会社：新東工業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、56名

講演・からくり人形に学ぶものづくり

名古屋大学名誉教授 末松良一氏

７月４日（水） 第１回中核人材育成事業小委員会

京都・協会本部、10名（以下、中核小委員会と略称）

７月５日（木） 第５回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、19名

７月６日（金） 第１回クリーン化分科会 金沢・渋谷工業㈱、17名
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７月６日（金） 第１回集じん分科会 川崎・日清製粉㈱鶴見工場、

分科会42名、他分科会９名、工学会５名、合計56名

７月９日（月）

～10日（火）

粉体入門セミナー（Ⅱ）粉をつくり、そして利用するために

湯島・東京ガーデンパレス、46名

７月11日（水） 第１回リサイクル技術、食品粉体技術、輸送合同分科会

若松・北九州エコタウン

リサイ17名、食品11名、輸送16名、合計44名

７月11日（水） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、17名

７月13日（金） 第25回水曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、34名

講演・東洋医学（漢方）を利用した健康管理法

薬剤師 江島俊哉氏

７月14日（土） 第３回APPIE産学官連携フェア実行委員会

京都・協会本部、９名

７月17日（月） 第２回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、19名

７月19日（木） 第１回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、14名

７月19日（木） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、17名

７月20日（金） 第１回人材育成委員会 東京・蒲田 都立産業技術センター、10名

７月20日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・蒲田 都立産業技術センター、47名

ナノテクノロジセンター見学

７月20日（金） 第３回晶析分科会 東京・ヴィラフォンテーヌ汐留、12名

７月25日（水） 第２回中核小委員会 京都・協会本部、11名

７月26日（木） 第２回検定用粒子作製運営委員会 京都・協会本部、８名

７月27日（金） 第６回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、８名

８月１日（水） 第２回常務会 京都・協会本部、８名

８月３日（金） 第１回フィルター標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、22名

８月７日（火） 第１回環境エネルギー・流動化分科会

東京・産総研秋葉原サイト、27名

８月７日（火） 第２回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、10名

８月７日（火） 第２回理事会 東京・虎ノ門パストラル、25名

８月７日（火） 第234回火曜会 当番会社：大川原化工機㈱

東京・虎ノ門パストラル、67名

講演・ISOを楽しむ 楽しくないISOを楽しくする処方箋

㈱イノベイション 山上祐司氏

８月11日（土） 第２回ナノ粒子の安全性検討委員会 京都・協会本部、12名
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８月20日（月） 第２回SC4小委員会 東京・協会事務所、24名

８月20日（月）

～21日（火）

粉体入門セミナー（Ⅲ）粉をあやつる

湯島・東京ガーデンパレス、83名

８月22日（水） 拡大分科会運営委員会 ぱるるプラザ京都、34名

８月24日（金） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、８名

９月２日（日）

～６日（木）

APT2007参加ツアー 北京・Chunhuiyuan温泉

辻海外交流委員長他24名参加

国外205名、内、日本67名、その他138名、中国160～170名、

９月５日（水） 第７回大阪粉体工業展委員会

大阪・梅田 ハービスPLAZA、18名

９月11日（火） 第２回人材育成委員会 室町高辻・京都私学会館、10名

９月11日（火） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

室町高辻・京都私学会館、38名

講演・ホテルの常識を変えた「スーパーホテル」の感動の経営と営

業戦略 ㈱スーパーホテル会長 山本梁介氏

９月13日（木） 第２回委員長連絡会 心斎橋・ホテル日航大阪、12名

９月13日（木） 第169回木曜会 当番会社：兵神装備㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、55名

講演・人工心臓の話 京都大学名誉教授 赤松映明氏

９月14日（金） 第１回造粒分科会 33名

茨城県・日本原子力開発機構東海村研究開発センター

９月14日（金） 第２回集じん分科会 北海道電力㈱苫東厚真発電所、19名

９月18日（火）

～19日（水）

第42回粉体技術専門講座

ナノテクノロジー実用化事例と萌芽に学ぶ

芝公園・メルパルク東京、39名

（第１回微粒子ナノテクノロジー分科会）

９月20日（木） 第３回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、20名

９月21日（金）

～22日（土）

第２回「粉体と工業」誌編集委員会

伊豆高原・ライオン㈱研修センター、17名

９月26日（水） 第３回中核小委員会 京都・協会本部、20名

９月26日（水） 第２回バルクハンドリング、輸送合同分科会

神戸・建設局東部スラッジセンター、阪神サイロ㈱

バルク20名、輸送14名、合計34名

９月28日（金） 第２回粒子加工技術分科会 愛媛県・帝人㈱松山事業所、53名

９月28日（金） 第４回APPIE産学官連携フェア2007実行委員会

京都・協会本部、９名
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10月９日（火） 第３回常務会 東京・虎ノ門パストラル、10名

10月９日（火） 第235回火曜会 当番会社：アイシン産業㈱

東京・虎ノ門パストラル本館、69名

講演・上海協力機構の動向とBRICsの将来

中小企業のビジネス情報戦略

日本ビジネスインテリジェンス協会 中川十郎氏

10月10日（水） 第２回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、15名

10月11日（木） 第２回電池製造技術分科会 駒場・東京大学生産技術研究所、60名

10月12日（金） 第３回検定用粒子作製運営委員会 京都・協会本部、８名

10月16日（火）

～19日（金）

粉体工業展大阪2007 南港・インテックス大阪

出展規模172社、590小間、来場者39,301名

10月16日（火）

～17日（水）

第２回微粒子ナノテクノロジー分科会

大阪・コスモスクエア国際交流センター、30名

（粉体工学会シンポ「ナノテクノロジーと粉体工学」共催）

10月17日（水） 第３回ナノ粒子の安全性検討委員会

大阪・コスモスクエア国際交流センター、12名

10月18日（木） APPIE産学官連携フェア2007

南港・インテックス大阪国際会議ホール、

発表100件、シーズ発表者120名、ニーズ参加者183名、事務方20名、

合計323名

10月18日（木） 教育部門会議 14名 大阪・コスモスクエア国際交流センター

10月19日（金） 第１回粉体工業展委員会 11名

大阪・コスモスクエア国際交流センター

10月23日（火） 第２回リサイクル技術分科会 26名

東京・産総研臨海副都心センター

10月23日（火）

～25日（木）

上海 第５回国際粉体工業／バルク技術展覧会＆技術会議

上海光大展覧センター、協会ブース出展、江見会長他参加

10月25日（木） 第１回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

10月26日（金） 第26回金曜会 当番会社：㈱村上精機工作所

福岡・博多都ホテル、31名

講演・逆境こそチャンス AIGエジソン生命保険㈱ 石原辰義氏

10月29日（月）

～31日（水）

第45回粉体に関する討論会

岡山国際交流センター（多学協会の共催）

11月８日（木） 第43回粉体技術専門講座 粉塵爆発 粉塵雲の火花放電着火の特徴・

静電気対策と最小着火エネルギーの測定規格

湯島・東京ガーデンパレス、79名
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11月９日（金） 第３回規格委員会 東京・協会事務所、８名

11月14日（水） 第４回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、11名

11月14日（水） 第27回水曜会 当番会社：㈱ダルトン

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、43名

講演・可能性への挑戦 中京大学教授 室伏重信氏

11月14日（水）

～15日（木）

第24回製剤と粒子設計シンポジウム

浜松・オークラアクトシティホテル（粉体工学会と共催）

11月15日（木） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、16名

11月15日（木）

～16日（金）

第44回粉体技術専門講座 基礎から学ぶ最新の晶析技術 装置設計

理論と演習・晶析装置内現象を考慮したスケールアップ

東京・アルカディア市谷、31名

11月16日（金） 第２回乾燥分科会 東京・ホテル機山館、24名

11月21日（水） 第３回総務委員会 京都センチュリーホテル、10名

11月21日（水） 第３回理事会 京都センチュリーホテル、32名

11月21日（水） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、62名

講演・マイクロエンジニアリング工学への挑戦

京都大学大学院 教授 田畑修氏

11月22日（木） 第86回コナゴンゴルフ会 京都・城陽カントリークラブ、18名

11月28日（水） 第４回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、22名

11月29日（木） 第３回SC4小委員会 東京・協会事務所、19名

12月３日（月）

～４日（火）

第１回粉砕、混合・成形、第２回分級ふるい分け合同分科会

2007日韓粉体技術シンポジウム ソウル国立大学、大盛機械工業㈱

参加者 日本29名、韓国29名、合計58名

12月４日（火） 第236回火曜会 当番会社：日清エンジニアリング㈱

東京・虎ノ門パストラル、106名

忘年会 アトラクションおよび福引

12月６日（木） 第３回バルクハンドリング、食品粉体技術合同分科会

那須塩原・カゴメ㈱那須工場、バルク29名、食品24名、合計53名

12月６日（木） 第170回木曜会 当番会社：㈱日刊工業新聞社

心斎橋・ホテル日航大阪、63名

忘年会 歓談および福引

12月７日（金） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会

東京大学本郷キャンパス、32名

12月７日（金） 第８回大阪粉体工業展、第５回産学官連携フェア合同委員会

京都・祇園ホテル、36名
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12月８日（土） 第３回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、18名

12月11日（火） みやぎ工業会交流会「粉体技術の探訪」

仙台 情報・産業プラザ、40名

12月12日（水） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、10名

12月12日（水） 第４回検定用粒子作製運営委員会 京都・協会本部、８名

12月13日（木） 第４回中核小委員会 メルパルク京都、21名

12月14日（金） 第３回集じん分科会 東京農工大学小金井キャンパス、41名

12月22日（土） 第２回分科会運営委員会 東京・八重洲富士屋ホテル、６名

2008年
（平成20年）

１月10日（金） 第２回クリーン化分科会（エアロゾルシンポジウムと共催）

大岡山・東京工業大学国際会館

分科会20名、エアロソルなど46名、合計66名

１月15日（火） 第４回常務会 東京・虎ノ門パストラル、11名

１月15日（火） 第237回火曜会 当番会社：フロイント産業㈱

東京・虎ノ門パストラル、84名

講演・美術館のロビーから 大塚国際美術館 河内順子氏

１月17日（木） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

１月18日（金） 第４回晶析分科会 10周年記念講演会 東京・一ツ橋記念講堂、70名

１月21日（月）

～22日（火）

粉体エンジニア早期養成講座 計測・測定（実証講座）

京都・㈱けいはんな研究棟

受講者８名、指導員８名、視察など８名、合計24名

１月24日（木） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、11名

１月25日（金） 第４回微粒子ナノテクノロジー分科会

茨木市・大阪大学接合研究所、40名

１月25日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、69名

１月26日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、39名

１月28日（水）

～29日（木）

粉体エンジニア早期育成講座 粉砕（実証講座）

大阪・㈱栗本鐵工所クリモト創造技術研究所

受講者６名、指導員７名、視察など９名、合計22名

１月29日（木） 第３回SC4小委員会 東京・協会事務所、19名

１月29日（木） 第２回フィルター耐久性標準化特別委員会 ぱるるプラザ京都、21名

１月30日（木） 第３回輸送分科会 磐田市・浜松フォトニクス㈱、16名

１月31日（木） ナノ粒子の安全性と評価技術シンポジウム

東京・虎ノ門パストラル、81名

（第１回計装測定分科会、第５回微粒子ナノテクノロジー分科会）

2008
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年月日（曜） 事 項 粉体関連事項

2008年
（平成20年）

２月１日（金） 第１回湿式プロセス分科会 テイカ㈱岡山工場、岡山研究所、15名

２月１日（金） 第４回規格委員会 東京・協会事務所、10名

２月１日（金） 第４回SC4小委員会 東京・協会事務所、21名

２月５日（火） 第５回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、22名

２月13日（水） 第28回水曜会 当番会社：アマノ㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、44名

講演・環境コンプライアンスについて

㈱エコ・リサーチ 安藤健吾氏

２月15日（金） 第３回粒子加工技術分科会 横浜・森永製菓㈱鶴見工場、71名

２月19日（火） 第３回リサイクル技術分科会

東京・産総研臨海副都心センター、49名

２月19日（火） 第９回大阪粉体工業展委員会 京都センチュリーホテル、12名

２月19日（火） 第５回検定用粒子作製運営委員会

２月21日（木） 第３回計装測定分科会

木津川市・福寿園ＣＨＡ研究センター、22名

２月22日（金） 第２回混合・成形分科会 宇治市・ナカガワ胡粉絵具㈱、20名

２月22日（金）

～23日（土）

第３回電池製造技術分科会

神戸・川崎重工業㈱兵庫工場、播磨工場、70名

２月25日（月）

～26日（火）

第３回分級ふるい分け、第２回粉砕、湿式プロセス合同分科会

広島県・寿工業㈱広製作所、バブコック日立㈱呉事業所

分級19名、粉砕15名、湿式10名、合計44名

２月27日（水） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、９名

２月27日（水） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、45名

講演・音楽プロデューサーが語る「ヒットの秘密」

㈱エス・ツウ 曽根信敏氏

２月28日（木）

～29日（金）

第45回粉体技術専門講座（実習付き）

粉体微粒子のキャラクタリゼーション 京都・㈱堀場製作所、20名

（第３回電子写真技術分科会）

３月５日（水） 第５回中核小委員会 京都・協会本部、19名

３月６日（木） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、44名

３月６日（木）

～７日（金）

第２・３回造粒分科会

伊豆高原・ライオン㈱研修センター、41名

３月６日（木）

～７日（金）

ISO国際会議 TC24/SC4

ニューオーリンズ、委員16名参加
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2008年
（平成20年）

３月７日（金） 第２回環境エネルギー・流動化分科会

千葉・市原ニューエナジー、20名

３月７日（金） 第27回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、28名

講演・ストレスへの対処 九州大学大学院 教授 荒木登茂子氏

３月８日（土） 第４回「粉体と工業」誌編集委員会 東京・学士会分館、15名

３月13日（木） 第５回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、10名

３月13日（木） 第171回木曜会 当番会社：新東工業㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、52名

講演・落語家の修業あれこれ 六代目笑福亭松喬師

３月18日（火） 第４回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、12名

３月18日（火） 第４回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、25名

３月18日（火） 春期定例会合 湯島・東京ガーデンパレス、63名

講演・産業機械関連製造業を取りまく経済情勢と経済産業政策の現状

経産省産業機械課 課長補佐 野村栄悟氏

３月25日（火） 第２回海外交流委員会 京都・協会本部、16名

３月27日（木） 第３回推薦審査委員会 京都・協会本部、６名

３月27日（木） 第４回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、16名

３月28日（金） 第３回クリーン化分科会 大岡山・東京工業大学、25名

４月３日（木）

～５日（土）

北京粉体工業展＆フォーラム（１日より清華大学）

北京展覧館、協会ブース出展、江見会長他参加

４月８日（火） 第238回火曜会 当番会社：㈱増野製作所

東京・虎ノ門パストラル、83名

講演・事例から見る成功のモデルと図による点検法

これからの競争対応と持続する経営

独�中小企業基盤整備機構 後藤芳一氏

４月９日（水）

～12日（土）

粉体工業展名古屋2008（2008中部パックと併催）

金城埠頭・ポートメッセなごや

出展規模31社、103小間（全198社、665小間）、

来場者総数60,726名

４月15日（火） 第６回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、23名

４月18日（金） ISO対応委員会第１回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、17名

４月26日（土） 第１回ナノ粒子の安全性検討委員会 京都・協会本部、11名

４月30日（木） 第１回常務会 京都・協会本部、９名
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2008年
（平成20年）

５月６日（火）

～８日（木）

シカゴ粉体工業展 PTXi-Powder&BulkSolids

シカゴ・ローズモント、協会ブース出展、

松本委員アテンド、訪問団＆現地交流パーティ、参加者39名

５月１日（木）

同志社大学

微粒子科学技術研究

センター発足５月８日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、28名

５月８日（木） 第172回木曜会 当番会社：プライミクス㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、48名

講演・ブランド戦略最新情報 グラムコ㈱ 山田敦郎氏

５月13日（火） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、８名

５月14日（水） 第１回電池製造技術分科会 駒場・東京大学生産技術研究所、70名

５月16日（金） 第１回中核小委員会 京都・協会本部、20名

５月20日（火）

～21日（水）

粉体技術フォーラム ミクロからナノまでの粉砕と応用

（第１回粉砕分科会）

京大会館（粉体工学会春期研究発表会と共催）、60名

５月26日（月） 第１回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、11名

５月26日（月） 第27回通常総会 東京・虎ノ門パストラル

議決権行使者212名（本人39名、委任状173名）

参加者115名、表彰者35名、合計150名

講演・我が経営の轍 フロイント産業㈱ 伏島靖豊氏

５月26日（月） 第２回理事会 東京・虎ノ門パストラル、29名

６月３日（火）

～４日（水）

粉体入門セミナー（Ⅰ）粉とは何だろうか？その性質と評価

京都駅前・メルパルク京都、58名

６月４日（水） 第１回輸送分科会 大阪・明治乳業㈱、近畿製粉㈱、33名

６月５日（木） 第１回バルクハンドリング、食品粉体技術合同分科会

川崎・味の素㈱、バルク47名、食品27名、合計74名

６月６日（金） 第７回東京粉体工業展委員会 東京・学士会分館、20名

６月７日（土） 第１回粉体技術編集委員会 京都・協会本部、24名

６月10日（火） 第１回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、14名

６月10日（火） 委員長連絡会 東京・虎ノ門パストラル、13名

６月10日（火） 第239回火曜会 当番会社：㈱粉研パウテックス

東京・虎ノ門パストラル、73名

講演・ISOで儲けよう

ビューローベリタスジャパン㈱ 土屋通世氏

６月10日（火）

～11日（水）

第43回技術討論会 静電気を利用した粒子技術の新展開

東京・アルカディア市谷、（粉体工学会と共催）
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６月11日（水） 第１回乾燥、分級ふるい分け、クリーン化合同分科会

鴨宮・明治製菓㈱小田原工場

乾燥21名、分級21名、クリ19名、合計61名

６月12日（木） 第１回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、12名

６月13日（金） 第１回粒子加工技術分科会 富山・東亜薬品㈱、72名

６月13日（金） 第１回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、９名

６月18日（水） 第29回水曜会 当番会社：ツカサ工業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、61名

講演・私のQUALITYOFLIFE

㈱エム・システム 宮道繁氏

６月24日（火） 第１回混合・成形分科会 船橋・東邦大学薬学部、32名

６月26日（木） 第１回人材育成委員会 東京・協会事務所、10名

６月26日（木） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、45名

講演・グローバル経済下での企業の特許戦略と特許制度の変遷

国際特許事務所代表 渡邊一平氏

６月27日（金） 第１回環境エネルギー・流動化分科会

東京臨海リサイクルパワー㈱スーパーエコプラント、

市川グリーン電力㈱火力発電所、33名（内会員外10名）

６月27日（金） 第２回粉砕分科会 北海道・道立工業試験所、江別製粉㈱、41名

６月27日（金） 第１回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、21名

７月３日（木） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、14名

７月８日（火）

～９日（水）

粉体入門セミナー（Ⅱ）粉をつくりそして利用するために

メルパルク京都、55名

７月11日（金） 第１回集じん分科会 東京・銀座東芝ビル、32名（内粉体工学会５名）

７月11日（金） 第28回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、25名

講演・ナノ粒子およびナノファイバー材料のナノテクロロジーへの

展開 広島大学大学院 教授 奥山喜久夫氏

７月16日（水）

～17日（木）

第46回粉体技術専門講座 食品の安全・安心のために 食品（粉体）

プロセスに求められる基礎と技術革新

湯島・東京ガーデンパレス、47名（第２回食品粉体技術分科会）

７月26日（土） 第１回分科会運営委員会 東京・八重洲富士屋ホテル、８名

７月29日（火） 第２回常務会 東京・協会事務所、12名

７月29日（火）

～30日（水）

粉体入門セミナー（Ⅲ）粉をあやつる

メルパルク京都、81名
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７月31日（木） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、16名

８月４日（月） ISO対応委員会第１回ふるい小委員会 東京・協会事務所、11名

８月４日（月） ISO対応委員会第２回粒子特性評価委員会

東京・協会事務所、24名

８月５日（火） 第２回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、10名

８月５日（火） 第３回理事会 東京・虎ノ門パストラル、23名

８月５日（火） 第240回火曜会 当番会社：赤武エンジニアリング㈱

東京・虎ノ門パストラル、84名

講演・知らないから出来た！～私が変わったそのとき～

タマノイ酢㈱ 大釜和子氏

８月６日（水）

～７日（木）

粉体エンジニア早期養成講座 粉体工学基礎論

㈱けいはんな、日清製粉㈱岡山工場

受講者26名、指導員14名、合計40名

８月18日（月） 第２回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、16名

８月20日（水）

～21日（木）

粉体エンジニア早期養成講座 計測・測定

㈱けいはんな、受講者18名、指導員８名、合計26名

８月21日（木） 第１回名古屋粉体工業展委員会 中部国際空港セントレイア、11名

８月22日（金） 拡大分科会運営委員会 メルパルク京都、33名

８月26日（火） 第２回ナノ粒子の安全性検討委員会

湯島・東京ガーデンパレス、13名

８月26日（火） ナノマテリアル管理手法シンポジウム

湯島・東京ガーデンパレス、75名

８月28日（木） 第２回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、24名

８月29日（金） イオン液体に関するインテンシブセミナー

東京ステーションコンファレンス

（第１回晶析分科会）21名

９月２日（火）

～３日（水）

粉体エンジニア早期育成講座 粉砕

栃木市・古川産機システム㈱、三井鉱山㈱

受講者10名、指導員10名、合計20名

９月４日（木） 第８回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、21名

９月４日（木）

～６日（土）

ISO国際会議 TC24/SC4&SC8、委員９名＆２名参加

英国・ストラトフォード・アポン・エイボン

９月５日（金） 第２回バルクハンドリング、輸送合同分科会

和泉市・大阪府立産業技術総合研究所、

バルク19名、輸送12名、合計31名
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９月８日（月）

～９日（火）

粉体エンジニア早期育成講座 混合・混練

習志野市・大平洋機工㈱、受講者11名、指導員９名、合計20名

９月10日（水） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、12名

９月11日（木） 委員長連絡会 心斎橋・ホテル日航大阪、13名

９月11日（木） 第173回木曜会 当番会社：関西金網㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、50名

講演・現物現場と全社的改善を結びつける

～経営者参加型改善技法ＫＺ法～

改善コンサルタンツ㈱ 柿内幸夫氏

９月12日（金） 第１回造粒分科会 大塚製薬㈱徳島板野工場、26名

９月16日（火） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、８名

９月18日（火）

～19日（水）

第１回リサイクル技術、第２回集じん合同分科会

仙台・東北大学多元物質科学研究所、

秋田・DOWAグループ・リサイクルコンビナート

リサイクル34名、集じん17名、合計51名

９月19日（金） 第１回新公益法人移行検討委員会 京都・協会本部、13名

９月19日（金） 第２回粒子加工技術、混合・成形合同分科会

岩手県・岡田精工㈱テクニカルセンター、夢実耕望㈱

粒子25名、混合17名、合計42名

９月20日（土） 第２回粉体技術編集委員会 東京・学士会分館、25名

９月26日（金） 第２回人材育成委員会 東京・協会事務所、８名

９月26日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、36名

講演・海外業務関連 現地拠点の運営・管理と現地拠点が期待す

る本社との関係 ㈱セイシン企業 佐々木良樹氏

９月30日（火） 第２回中核小委員会 メルパルク京都、22名

９月30日（火）

～10月２日（木）

POWTECH&TechnoPharm2008

ニュルンベルク、協会ブース出展、菊島委員アテンド

10月１日（水） ISO対応委員会第３回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、21名

10月１日（水）

～２日（木）

粉体エンジニア早期育成講座 バルクハンドリングⅡ、貯槽

市原市・日曹エンジニアリング㈱

受講者11名、指導員７名、合計18名

10月６日（月）

～７日（火）

粉体エンジニア早期育成講座 分級

ふじみ野市・日清エンジニアリング㈱

受講者11名、指導員９名、合計20名
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10月７日（火） 第３回常務会 東京・虎ノ門パストラル、９名

10月７日（火） 第241回火曜会 当番会社：㈱ダルトン

東京・虎ノ門パストラル、71名

講演・撤退の研究 ARI研究所 森田松太郎氏

10月16日（木） ISO対応委員会第１回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、10名

10月16日（木）

～17日（金）

粉体エンジニア早期育成講座 集じん、ろ過

愛知・新東エコテックカンパニー、新東ブレーター

受講者10名、指導員10名、合計20名

10月16日（木）

～17日（金）

粉体エンジニア早期育成講座 バルクハンドリングⅠ、輸送・供給

ふじみ野市・㈱日清製粉グループ本社

受講者10名、指導員15名、合計25名

10月21日（火） 第２回電池製造技術分科会 枚方市・ホソカワミクロン㈱、80名

10月23日（木） 第１回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

10月24日（金） 第29回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、21名

講演・粉と健康 産業医科大学 教授 田中勇武氏

10月26日（日） 第４回工業晶析国際シンポジウム（第２回晶析分科会）

千葉工業大学、33名

10月27日（月） 第３回総務委員会 幕張・アパホテル、14名

10月28日（火） 国際粉体工業展東京2008 千葉・幕張メッセ

出展規模262社、943小間、来場者40,560名

（来場者計数法が変わったので前回とは繋がらない）

10月28日（火） 第１回粉体工業展委員会 幕張メッセ、15名

10月29日（水） アジアフォーラム インドの社会と経済

幕張メッセ国際会議場、141名

10月29日（水） 教育部門会議 幕張・アパホテル、12名

10月30日（木） 粉塵爆発セミナー 幕張メッセ国際会議場、149名

10月30日（木） フォーラム「粒子径測定法の最新規格と製品」

（第１回計装測定分科会） 幕張メッセ国際会議場、

総参加者160名、内分科会員47名

11月４日（火）

～５日（水）

第３回粉砕、第２回分級ふるい分け合同分科会

福島県・ハイテクプラザ、ＡＧＣエレクトロニクス㈱、大七酒造㈱、

粉砕15名、分級14名、合計29名

11月10日（月） 第２回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、８名
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11月10日（月）

～11日（火）

第47回粉体技術専門講座 集じん技術の変遷と最新技術

湯島・東京ガーデンパレス、60名

11月12日（水） 第３回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、14名

11月12日（水）

～13日（木）

第25回製剤と粒子設計シンポジウム

大津市・琵琶湖ホテル（粉体工学会と共催）

11月13日（木） 第３回食品粉体技術分科会 北海道・雪印乳業㈱大樹工場、16名

11月14日（金） 第２回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、13名

11月17日（月） 第３回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、21名

11月18日（火） ナノ粒子テクノロジーの国際動向 レギュレイションと安全性

に関するシンポジウム

東京・虎ノ門パストラル、90名

11月18日（火） 第３回ナノ粒子の安全性検討委員会 東京・虎ノ門パストラル、11名

11月20日（木） 第４回理事会 京都センチュリーホテル、32名

11月20日（木） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、63名

講演・微粒子を利用する新機能性材料とプロセス技術の開発

同志社大学教授 日高重助氏

11月20日（木）

～21日（金）

粉体エンジニア早期育成講座 乾燥

静岡・㈱大川原製作所、受講者10名、指導員11名、合計21名

11月26日（水） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、11名

11月27日（木） 第２回クリーン化分科会（東アジアのエアロゾルシンポ）

東京工業大学国際会館、58名、内分科会員11名

11月28日（金） 第９回東京粉体工業展委員会

仙台・東北大学多元物質科学研究所、22名

11月28日（金） 第３回ナノ粒子の安全性検討委員会

東京・虎ノ門パストラル、11名

11月28日（金） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会 狭山市・綜研化学㈱、28名

11月28日（金） 第３回晶析分科会 東京農工大学 28名

12月１日（月） 第３回バルクハンドリング分科会

東京・㈱日清製粉グループ本社、56名

12月２日（火）

～４日（木）

第46回粉体に関する討論会（多学協会の共催）

奈良県新公会堂

12月２日（火） 第242回火曜会 当番会社：味の素㈱

東京・虎ノ門パストラル、118名

忘年会・ビンゴゲームなど

12月３日（水） 第２回日中集じん技術検討会 瀋陽・東北大学、30名
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12月４日（木） 第174回木曜会 当番会社：東洋ハイテック㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、65名

忘年会・ビンゴゲームなど

12月４日（木）

～５日（金）

第２回環境エネルギー・流動化分科会 17名

石川県・珠洲市浄化センター、石川北部ＲＤＦセンター、

いしかわグリーンパワー、

12月５日（金） 第１回湿式プロセス分科会 大阪・プライミクス㈱、16名

12月６日（土） 第３回粉体技術編集委員会 メルパルク京都、24名

12月８日（月） 第２回リサイクル技術分科会 津市・三重大学生物資源学部、20名

12月９日（火） IPB2008第６回上海粉体工業展

上海光大会展中心、辻専務理事ほか参加

JapanDayに６名講演

12月11日（木） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、20名

12月11日（木）

～12日（金）

粉体エンジニア早期育成講座 粒子加工

浜松・フロイント産業㈱、受講者９名、指導員10名、合計19名

12月12日（金） 第２回乾燥分科会 東京・ホテル機山館、28名

12月19日（金） 第３回分科会運営委員会 東京・八重洲富士屋ホテル、５名

2009年
（平成21年）

１月13日（火） 第243回火曜会 当番会社：日本化学工業㈱

東京・虎ノ門パストラル、87名

講演・光触媒の最近の動向

�神奈川県科学技術アカデミー 藤嶋昭氏

１月15日（木） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、７名

１月16日（金） 第３回中核小委員会 メルパルク京都、24名

１月17日（土） 第４回ナノ粒子の安全性検討委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、13名

１月23日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、74名

１月24日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、39名

１月26日（月） ISO対応委員会第４回粒子特性評価委員会

東京・協会事務所、27名

１月27日（火） 第３回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、８名

１月28日（水） 第４回JIS原案作成委員会� 東京・協会事務所、16名

１月30日（金） ISO対応委員会第２回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、10名

２月４日（水） 第４回人材育成委員会 新町九条・京都テルサ、９名
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２月４日（水） 人材育成委員会若手営業・管理者のつどい 京都テルサ、47名

講演・先端産業論 大阪大学教授 野城清氏

２月５日（木） 第３回リサイクル技術分科会

茨城県・住金マネジメント㈱、鹿島選鉱㈱、30名

２月６日（金） ナノ粒子の安全な取り扱いに向けて シンポジウム

「ナノ粒子曝露防止技術」「管理技術」の基礎と実際

東京・虎ノ門パストラル、108名

（第２回微粒子ナノテクノロジー分科会）分科会員５名

２月12日（木） 全科展、粉体工業展合同会議 大阪・トーコーシティホテル梅田、

粉７名、全８名、合計15名

２月13日（金） 第３回混合・成形、第２回計装測定合同分科会

大阪・塩野義製薬㈱摂津工場、混合35名、計装15名、合計50名

２月13日（金） 第３回輸送分科会 理研ビタミン㈱千葉工場、27名

２月13日（金） 第３回集じん分科会

神戸市都市整備公社東部スラッジセンター、38名

２月18日（水） 第31回水曜会 当番会社：中央化工機㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、47名

講演・界面微生物工学とは 名古屋工業大学準教授 堀克敏氏

２月19日（木） 第４回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、23名

２月19日（木） APPIE産学官連携フェア2009準備委員会 メルパルク京都、10名

２月20日（金） 第３回粒子加工技術分科会 岐阜・大洋薬品㈱高山工場、60名

３月５日（木） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、72名

３月５日（木）

～６日（金）

第２・３回造粒分科会

伊豆高原・ライオン㈱研修センター、42名

３月６日（金） 粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、14名

３月６日（金） 第30回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、31名

講演・群集歩行シミュレーション「朝霧歩道橋事故」

大阪大学名誉教授 辻裕氏

３月９日（月） 環境エネルギー・流動化分科会

東京・産総研臨海副都心センター、21名

３月９日（月） 第２回標準粉体委員会 京都・協会本部、12名

３月12日（木） 第４回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、11名

2009
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３月12日（木） 第175回木曜会 当番会社：シスメックス㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、48名

講演・メタボリックシンドロームとライフサイクル

東海大学 村瀬忠氏

３月12日（木） 第２回湿式プロセス分科会 京都・三洋化成工業㈱、15名

３月12日（木） 粉塵爆発・火災防止 安全研修（初級）トライアル実施

東京・中央大学駿河台記念館、45名

３月13日（金） 第４回電池製造技術分科会 鳥取大学、30名

３月14日（土） 第４回粉体技術編集委員会 東京・協会事務所、14名

３月16日（月） 第３回分級ふるい分け分科会 京都・㈱堀場製作所、21名

３月19日（木） 第４回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、10名

３月19日（木） 第５回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、27名

３月19日（木） 春期定例会合 湯島・東京ガーデンパレス、65名

講演・経済産業省の政策について

経産省産業機械課 課長補佐 是永基樹氏

３月19日（木）

～20日（金）

ISO国際会議 TC24/SC4

スイス・ベルン、委員10名参加

３月25日（水） 第１回電子写真技術分科会 住友ゴム工業㈱名古屋工場、26名

３月25日（水） 第２回海外交流委員会 京都・協会本部、15名

３月26日（木） 第３回推薦審査委員会 京都・協会本部、７名

４月７日（火） 第１回ナノ粒子の安全性検討特別委員会

東京・虎ノ門パストラル、19名

４月７日（火） 第243回火曜会 当番会社：㈱大川原製作所

東京・虎ノ門パストラル、84名

講演・透明人間の科学 慶応義塾大学大学院教授 稲見昌彦氏

４月15日（水） 第１回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、８名

４月21日（火） 第５回大阪粉体工業展委員会 京都・協会本部、23名

４月21日（火） 第１回APPIE産学官連携フェア2009実行委員会

メルパルク京都、10名

４月24日（金） 第１回常務会 京都・協会本部、12名

４月27日（月） ISO対応委員会第１回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、28名

５月７日（木） 第１回理事会 心斎橋・ホテル日航大阪、25名
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５月７日（木） 第176回木曜会 当番会社：三興空気装置㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、55名

講演・データで見る日本経済

三井アセットマネジメント㈱ 宅森昭吉氏

５月７日（木） 第１回微粒子ナノテクノロジー分科会

フランス・コーニング社、11名

５月11日（月） 第２回微粒子ナノテクノロジー分科会

ドイツ・マックスプランク研究所、30名

５月12日（火） 国際粉体技術フォーラムinアヘマ

ドイツ・フランクフルト、川島教授外37名

５月12日（火） ISO対応委員会第１回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、８名

５月13日（水） 第１回新公益法人移行検討委員会 京都・協会本部、13名

５月14日（木） 第１回電池製造技術分科会 駒場・東京大学生産技術研究所、100名

５月14日（木）

～15日（金）

第１回粒子加工技術分科会

フランクフルト・アヘマ、バーゼル・ノバルテス、14名

５月14日（木） 第１回晶析分科会 ルードヴィヒスハーフェン・BASF、12名

５月22日（金） 第１回粉砕分科会 神戸・日清製粉㈱東灘工場

新型インフルエンザ流行のため中止

５月25日（月） 第１回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、13名

５月25日（月） 第28回通常総会 東京・虎ノ門パストラル、

正会員：本人出席46名、委任状166名、合計212名

参加者総計：111名

講演・感情能力がリーダーシップを導く

元三菱重工業㈱常務取締役 伊藤俊明氏

５月26日（火） 第１回計装測定分科会 東京・総評会館、57名

フォーラム「粒子計測技術の現状と将来」

（粉体工学会と共催）

５月27日（水） 第２回粉砕分科会 東京・総評会館、35名

粉体工学会フォーラム「エネルギー・環境・リサイクル」と共催

６月２日（火） 第２回大阪粉体工業展委員会

京都・五条通 アランヴェールホテル、21名

６月３日（水） 第１回バルクハンドリング分科会

東京・㈱日清製粉グループ本社、59名

６月４日（木） 第１回人材育成委員会 東京・協会事務所、12名
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６月４日（木） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、52名

講演・大不況時こそ絶好のチャンスとは人は言うけれど

～どうしたら良いの！ ㈱はつらつ 池田正明氏

６月９日（火） 委員長連絡会 東京・虎ノ門パストラル、15名

６月９日（火） 第244回火曜会 当番会社：日機装㈱

東京・虎ノ門パストラル、67名

講演・B2Bマーケッティングの要諦

生産財や中間財の顧客志向とは何か？

ヤスハラ・マーケッティングオフィス 安原智樹氏

６月10日（水） 第１回輸送、乾燥合同分科会 三重・JSR㈱四日市工場、

輸送21名、乾燥21名、合計42名

６月11日（木）

～12日（金）

粉体入門セミナー（Ⅰ）粉体とは何だろう？その性質と評価

湯島・東京ガーデンパレス、67名

６月13日（土） 第１回粉体技術編集委員会

東京・ＴＫＰ虎ノ門ビジネスセンター、19名

６月15日（月） 東京粉体工業展委員会正副委員長会議 東京・協会事務所、６名

６月16日（火） 第１回規格委員会

ＴＶ会議：京都・協会本部、東京・協会事務所、10名

６月17日（水） 第32回水曜会 当番会社：㈱尾上機械

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、42名

講演・森林と日本人の自然観

�日本山岳会 猿投の森づくりの会 橋村一豊氏

６月20日（土） 第２回ナノ粒子の安全性検討特別委員会

東京・八重洲倶楽部、17名

６月23日（火） 第１回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、18名

６月30日（火） 第１回リサイクル技術分科会

栃木・㈱エコアール、㈱キリウ、24名

６月30日（火）

～７月１日（水）

粉体入門セミナー（Ⅱ）粉を作りそして利用するために

湯島・東京ガーデンパレス、51名

７月10日（金） 第31回金曜会 当番会社：㈱栗本鐵工所

広島・グランドインテリジェントホテル、36名

講演・ナノテクノロジーとＭＯＴ

研究開発とその事業化の課題、求められる人材

�研究産業協会 松井功氏

７月13日（月） APPIEメルマガ創刊号発信、以後毎月発信
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７月15日（水）

～16日（木）

粉体入門セミナー（Ⅲ）粉をあやつる

湯島・東京ガーデンパレス、68名

７月16日（木） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、20名

７月16日（木）

～17日（金）

第１回環境エネルギー・流動化分科会

高知・仁淀川町 間伐現場、木質ガス化、12名

７月24日（金） 第１回粉体工業展委員会 京都センチュリーホテル、９名

７月24日（金） 第３回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、22名

７月24日（金） 第２回APPIE産学官連携フェア実行委員会 メルパルク京都、８名

７月25日（土） 第１回分科会運営委員会 東京・八重洲富士屋ホテル、７名

７月29日（水） 第２回常務会 東京・協会事務所、11名

７月30日（木） 第１回海外交流委員会

ＴＶ会議：京都・協会本部、東京・協会事務所、15名

７月31日（金） 第１回集じん分科会 メルパルク名古屋、34名

８月３日（月） ISO対応委員会第２回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、８名

８月４日（火） 第２回総務委員会 東京・虎ノ門パストラル、14名

８月４日（火） 第２回理事会 東京・虎ノ門パストラル、28名

８月４日（火） 第246回火曜会 当番会社：㈱奈良機械製作所

東京・虎ノ門パストラル、60名

講演・ダイキン工業労働組合の一職場一課題事例報告

JAM東京千葉 白川祐臣氏

８月５日（水）

～６日（木）

粉体エンジニア早期育成講座 粉体工学基礎論

京都・同志社大学微粒子科学技術研究センター

神戸・日清製粉㈱東灘工場

受講者26名、指導員９名、合計35名

８月６日（木） ISO対応委員会第２回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、31名

８月７日（金） 第２回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、17名

８月19日（水）

～20日（木）

粉体エンジニア早期育成講座 計測・測定

京都・同志社大学微粒子科学技術研究センター

受講者13名、指導員５名、合計18名

８月21日（金） 拡大分科会運営委員会 メルパルク京都、35名

８月25日（火） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、14名

８月26日（水） 第１回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、13名

８月27日（木） 第１回電子写真技術分科会 ㈱ブリジストン東京工場、40名
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８月28日（金） 第１回クリーン化分科会

熊本・東京エレクトロン九州㈱合志事業所、12名

９月２日（水） 第２回晶析分科会 京都・同志社大学今出川キャンパス、32名

９月８日（火）

～９日（水）

粉体エンジニア早期育成講座 分級

埼玉・日清エンジニアリング㈱上福岡事業所

受講者８名、指導員５名、合計13名

９月10日（木） 第２回委員長連絡会 心斎橋・ホテル日航大阪、19名

９月10日（木） 第177回木曜会 当番会社：関西オートメイション㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、51名

講演・妙手と悪手は紙一重 世界に誇る日本の囲碁文化

�関西棋院 八段 家田隆二氏

９月11日（金） 第２回人材育成委員会

ＯＡＰタワービル・大阪アメニティパーク、10名

９月11日（金） 人材育成委員会 営業・管理者の若手のつどい

ＯＡＰタワービル・大阪アメニティパーク、48名

講演・たかが「たこ焼き」されど「たこ焼き」

大阪出る時連れてって・過去は資産、未来はチャンス

㈱元祖たこ昌 山路昌彦氏

９月11日（金） 第１回造粒分科会 鳥羽・ミキモト真珠島、21名

９月14日（月）

～16日（水）

APT2009第４回アジア粉体工学シンポジウム

インド・ニューデリー、訪問ツアー 辻団長以下23名

９月25日（金）

～26日（土）

第２回粉体技術編集委員会

京都・大谷ホール、22名

９月28日（月） 第４回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、20名

９月30日（水） 第48回粉体技術専門講座 粉体輸送における計測技術とその応用

名古屋国際センター、21名

10月２日（金） 第３回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、20名

10月６日（火） 第３回常務会 湯島・東京ガーデンパレス、11名

10月６日（火） 第247回火曜会 当番会社：エステック㈱

湯島・東京ガーデンパレス、62名

講演・横浜開港50周年 日本はなぜ植民地化を免れたか

横浜黒船研究会 有賀英樹氏

10月７日（水） 第２回バルクハンドリング・輸送合同分科会

京都・島津製作所本社および創業記念資料館、

バルク24名、輸送10名、合計34名
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10月８日（木）

～９日（金）

粉体エンジニア早期養成講座 混合・混練

大阪・㈱栗本鐵工所、受講者12名、指導員７名、合計19名

10月８日（木）

～９日（金）

第49回粉体技術専門講座 集じん技術の変遷と最新技術

京都・五条通 アランヴェールホテル、49名

10月16日（金） 第32回金曜会 当番会社：㈱ヨシカワ

福岡・博多都ホテル、27名

講演・表面構造制御した酸化チタン光触媒ナノ粒子の合成と性能評価

九州工業大学教授 横野照尚氏

10月16日（金） 第２回電池製造技術分科会 明石・川崎重工業㈱、140名

10月16日（金） 第１回食品粉体技術分科会 神戸・日清製粉㈱東灘工場、37名

10月17日（土） 第３回ナノ粒子の安全性検討特別委員会 東京・八重洲倶楽部、16名

10月19日（月）

～20日（火）

第３回粉砕、第１回混合・成形、分級ふるい分け合同分科会

（第２回日韓粉体技術シンポジウム）

仙台市・東北大学、ホテル一の坊、

粉砕19名、混合６名、分級13名、他５名、合計43名

10月20日（火） 第３回総務委員会 大阪・リバーサイドホテル、12名

10月21日（水）

～22日（木）

ISO/TC24/SC4国際会議 大阪アカデミア

大阪アカデミア、委員25名、総参加者49名

10月21日（水）

～24日（土）

粉体工業展大阪2009 大阪南港・インテックス大阪

出展規模170社、563小間、来場者12,407名

10月23日（金） APPIE産学官連携フェア2009

インテックス大阪、シーズ70件、参加者174名

10月29日（木）

～30日（金）

粉体エンジニア早期育成講座 乾燥

千葉・月島機械㈱、受講者10名、指導員７名、合計17名

11月５日（木） 第２回規格委員会 東京・協会事務所、９名

11月５日（木）

～６日（金）

粉体エンジニア早期育成講座 バルクハンドリングⅠ、輸送・供給

受講者10名、指導員６名、合計16名

11月６日（金） 第２回新公益法人移行検討委員会

ＴＶ会議：京都・協会本部、東京・協会事務所、14名

11月６日（金） 第１回粒子加工技術分科会

三重・大日本住友製薬㈱鈴鹿工場、83名

11月11日（水） 第２回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、11名
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11月11日（水） 第33回水曜会 当番会社：晃栄産業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、43名

講演・からくり人形の歴史と職人のこだわり

尾陽木偶師九代目 玉屋庄兵衛氏

11月12日（木）

～13日（金）

粉塵爆発・火災安全研修（初級）

清瀬・労働安全衛生総合研究所、56名

11月17日（火） 第50回粉体技術専門講座 先端混合・成形技術

保形性と崩壊性を併せ持つ粉体製品の原料調整から成形まで

東京新橋・住友金属鉱山㈱、38名

11月19日（木） 第２回クリーン化分科会（第６回エアロゾルシンポジウム）

大岡山・東京工業大学、56名内分科会員21名

11月19日（木）

～20日（金）

第２回乾燥、食品粉体技術合同分科会

仙台・パレス宮城野、理研食品㈱、㈱鐘崎、

乾燥26名、食品15名、合計41名

11月20日（金） 第２回環境エネルギー・流動化、リサイクル技術合同分科会

静岡・東海パルプ㈱島田工場

流動化21名、リサイクル18名、合計39名

11月24日（火）

～25日（水）

粉体エンジニア早期育成講座 粉砕

愛知県・㈱マキノ、中央化工機㈱、

受講者10名、指導員９名、合計19名

11月26日（木） 第２回集じん分科会 石川工業高専、26名

（第３回日中集じん技術検討交流会）

11月26日（木） 第３回分科会運営委員会 京都センチュリーホテル、６名

11月26日（木） 第３回理事会 京都センチュリーホテル、31名

11月26日（木） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、55名

講演・国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」と社会との関わり

宇宙航空研究開発機構 小林智之氏

12月３日（木） 第３回バルクハンドリング分科会

東京・㈱日清製粉グループ本社、51名

12月３日（木） 第178回木曜会 当番会社：㈱椿本バルクシステム

心斎橋・ホテル日航大阪、66名

忘年パーティ、ビンゴゲームなど

12月４日（金） 第４回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、18名

12月５日（土） 第３回粉体技術編集委員会 東京・協会事務所、22名
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12月８日（火） 第248回火曜会

当番会社：㈱日清製粉グループ本社＆日清エンジニアリング㈱

湯島・東京ガーデンパレス、98名

忘年パーティ、クイズとビンゴゲーム

12月10日（木） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、20名

12月10日（木）

～11日（金）

粉体エンジニア早期養成講座 バルクハンドリングⅡ、貯槽

沼津・赤武エンジニアリング㈱

受講者８名、指導員６名、合計14名

12月17日（木） 教育部門会議 京都・協会本部、14名

12月18日（金） 第５回大阪粉体工業展委員会＆第３回連携フェア実行委員会

京都センチュリーホテル、36名

2010年
（平成22年）

１月９日（土） 第４回ナノ粒子の安全性検討特別委員会

東京・八重洲倶楽部、19名

１月12日（火） 第249回火曜会 当番会社：三菱重工業㈱

湯島・東京ガーデンパレス、81名

講演・横浜港と三菱重工業㈱横浜製作所の歴史

三菱重工業㈱総務部 鈴木信也氏

１月14日（木） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

１月22日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、73名

１月23日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、39名

１月29日（金） 第３回電池製造技術分科会 新潟・朱鷺メッセ、50名

１月29日（金） 第３回集じん、微粒子ナノテクノロジー合同分科会

枚方・ホソカワミクロン㈱、集じん32名、微粒子19名、合計61名

１月29日（金） ISO対応委員会第３回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、30名

２月３日（水） 第３回人材育成委員会 東京・協会事務所、10名

２月３日（水） 人材育成委員会 営業・管理者の若手のつどい

東京・ホテル機山館、52名

講演・新規ビジネス創出の必要性

「今しかない！今からやらなければ間に合わない！」

㈱マイオビ（Hitzグループ）山中豊晴氏

２月５日（金） 第３回粒子加工技術分科会

静岡・㈱ダルトン・テクノパーク、44名

2010
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２月８日（月） 第３回食品粉体技術、輸送合同分科会

千葉・㈱イクタツ ライスステーション精米炊飯工場

食品21名、輸送15名、合計36名

２月９日（火） 第３回リサイクル技術分科会

大牟田市エコサンクセンター（三井金属鉱業㈱）、45名

２月12日（金） 第３回晶析分科会 キャンパスプラザ京都、48名

２月16日（火） ISO対応委員会第３回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、10名

２月17日（水） 第34回水曜会 当番会社：杉山重工㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、48名

講演・ISOと温暖化防止対策 ㈱ピーエスシー 本田敏郎氏

２月19日（金） 第２回計装測定、混合・成形合同委員会

奈良・㈱呉竹製墨工場、計装19名、混合26名、合計45名

２月23日（火） 第５回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、18名

３月４日（木） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、42名

３月４日（木）

～５日（金）

第２，３回造粒分科会

伊豆高原・ライオン㈱研修センター、44名

３月５日（金） 第33回金曜会 当番会社：㈱松島機械研究所

福岡・博多都ホテル、31名

講演・含水多孔質体の乾燥工程における特異な水分分布とその応用

技術 九州工業大学大学院 鶴田隆治氏

３月６日（土） 第４回分科会運営委員会 京都・大谷ホール、８名

３月６日（土） 第４回粉体技術編集委員会 京都・大谷ホール、21名

３月10日（水） 第３回環境エネルギー・流動化分科会

東京・産総研秋葉原サイト、23名

３月10日（水） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、21名

３月11日（木） 第４回常務会 心斎橋・ホテル日航大阪、11名

３月11日（木） 第179回木曜会 当番会社：丸尾カルシウム㈱

心斎橋・ホテル日航大阪、62名

講演・上司の役割～人材育成は悪女の深情け～

㈱岩崎人事コンサルティング 岩崎正紘氏

３月15日（月）

～16日（火）

第２回分級ふるい分け、第１回湿式プロセス、第３回クリーン化合同

分科会

鹿児島・アサダメッシュ㈱、日本澱粉工業㈱、鹿児島大学、

分級15名、湿式13名、クリーン化10名、合計38名

３月16日（火） 第２回JIS原案作成委員会 東京・協会事務所、11名
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３月18日（木） 第４回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、14名

３月18日（木） 第４回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、27名

３月25日（木） 第３回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名 ３月31日（水）

細川益男氏逝去

享年85歳

３月26日（金） 第２回海外交流委員会

ＴＶ会議：京都・協会本部、東京・協会事務所、14名

４月10日（土） 第１回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、20名

４月13日（火） 第１回常務会 湯島・東京ガーデンパレス、11名

４月13日（火） 第250回火曜会 当番会社：㈱マツボー

湯島・東京ガーデンパレス、72名

講演・遠距離交際と近所づきあい

人生を豊かにするネットワーク

一橋大学イノベーション研究センター 教授 西口敏宏氏

４月14日（水）

～17日（土）

粉体工業展名古屋2010（2010中部パックと併催）

金城埠頭・ポートメッセなごや

出展規模19社、74小間、（全169社、577小間）、来場者総数63,375名

４月22日（木） ISO対応委員会第１回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、13名

４月24日（土） 第１回特別委員会

ナノ物質の安全性向上のためのガイドライン作成委員会

東京・八重洲倶楽部、18名

４月26日（月）

～５月２日（日）

POWTECH2010視察ツアー ドイツ・ニュルンベルク

バルクハンドリング分科会主催、12名参加

４月26日（月）

～29日（木）

6WCPT 第６回

粉体工学世界会議

ドイツ・

ニュルンベルク

４月30日（金）

～５月１日（土）

ISO/TC24/SC4国際会議（WG10）

ドイツ・ニュルンベルク、日本より９名参加

５月７日（金） 第１回電池製造技術分科会

駒場・東京大学生産技術研究所、125名

５月13日（木） 第１回理事会、大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、26名

５月13日（木） 第180回木曜会 当番会社：菅原精機㈱

大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、66名

講演・己に腹を立てよ

心華寺金港辯財天住職、心華寺研修道場長 斯波最誠氏

５月18日（火） ISO対応委員会第１回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、31名
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５月25日（火） 第29回通常総会 湯島・東京ガーデンパレス

正会員：本人出席40名、委任状216名、合計256名

参加者総計：111名

講演・食品加工の変遷と粉体技術

元味の素㈱、元協会会長 土井修氏

５月25日（火） 第２回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、37名

理事改選、大川原武新会長選出、

５月25日（火） 第１回クリーン化分科会 京都・京大会館

（粉体工学会春期研究発表会と共催）40名

５月25日（火）

～26日（水）

第１回晶析、微粒子ナノテクノロジー、湿式プロセス合同分科会

京都・京大会館（粉体工学会春期研究発表会と共催）50名

６月１日（火） 第１回規格委員会 東京・協会事務所、11名

６月２日（水） 第１回海外交流委員会 東京・協会事務所、13名

６月３日（木）

～４日（金）

粉体入門セミナー（Ⅰ）粉とは何だろうか？その性質と評価

烏丸丸太町・ハートピア京都、43名

６月８日（火） 第１回混合・成形、食品粉体技術合同分科会

㈱ツムラ茨城工場、混合26名、食品23名、合計49名

６月９日（水） 第２回東京粉体工業展委員会 東京・八重洲倶楽部、19名

６月11日（金） 第１回粒子加工技術分科会 80名

福島・東北ニプロ製薬㈱、郡山ビューホテルアネックス

６月11日（金） 第１回リサイクル技術、環境エネルギー・流動化合同分科会

東京・産総研臨海副都心センター、

リサイクル26名、流動化12名、合計38名

６月12日（土） 第１回粉体技術編集委員会 東京・協会事務所、19名

６月15日（火） 第１回総務委員会 京都・協会本部、14名

６月16日（水） 第１回委員長連絡会 名古屋・名鉄ニューグランドホテル、16名

６月16日（水） 第35回水曜会 当番会社：新東工業㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、51名

講演・化学物質排出規制と知見が増えた最新の処理技術

名古屋大学大学院 教授 松田仁樹氏

６月17日（木） 第１回乾燥分科会 21名

兵庫県・尼崎浄水場、尼崎総合文化センター

６月18日（金） 第１回大阪粉体工業展委員会 京都駅前・メルパルク京都 25名

６月18日（金） 第１回人材育成委員会 東京・協会事務所、８名
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６月18日（金） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、47名

講演・救うべきは地球？人類？

早稲田大学大学院 教授 大和田秀二氏

６月18日（金） 第１回電子写真技術分科会 44名

埼玉県・綜研化学㈱狭山事業所

６月18日（金） 第１回粉砕、分級ふるい分け合同分科会

神戸・日清製粉㈱東灘工場、粉砕22名、分級20名、合計42名

６月22日（火）

～23日（水）

粉体入門セミナー（Ⅱ）粉をつくりそして利用するために

烏丸丸太町・ハートピア京都、41名

６月25日（金） 第34回金曜会 当番会社：大盛工業㈱

福岡・博多都ホテル、38名

講演・水溶液を利用したセラミックスの新規プロセッシングと機能

材料への展開 九州工業大学大学院 教授 宮崎敏樹氏

６月25日（金） 第１回バルクハンドリング分科会 54名

東京・八重洲ホール

６月29日（火） ISO対応委員会第２回集じん用ろ布小委員会

東京・中央大学駿河台記念館、８名

７月１日（木） 第１回分科会運営委員会 名古屋・安保ホール、８名

７月２日（金） 第１回輸送分科会 大阪・原子燃料工業㈱熊取事業所、22名

７月13日（火） 第２回常務会 湯島・東京ガーデンパレス、14名

７月13日（火） 第251回火曜会 当番会社：フルード工業㈱

湯島・東京ガーデンパレス、84名

講演・我がルーツ・ギリシアを訪ねて

稲垣明男氏（小泉八雲の孫）

７月14日（火） 第１回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、17名

７月14日（水）

～15日（木）

粉体入門セミナー（Ⅲ）粉をあやつる

烏丸丸太町・ハートピア京都、56名

７月16日（金） 第１回名古屋粉体工業展委員会

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、15名

７月20日（火） 第３回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、19名

７月29日（木）

～30日（金）

第１回粉体エンジニア早期養成講座 粉体工学基礎論

京都・同志社大学微粒子科学技術研究センター（第１日）

大阪・塩野義製薬㈱摂津工場（第２日）、15名

８月２日（月） 第２回晶析分科会 京都・同志社大学今出川キャンパス、46名

８月３日（火） 第２回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、15名
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８月３日（火） 第３回理事会 湯島・東京ガーデンパレス、27名

８月４日（水） 第２回リサイクル技術分科会 東京・㈱リーテム、35名

８月５日（木） 大阪粉体工業展・全科展合同委員会 大阪科学機器協会事務局、10名

８月20日（金） 拡大分科会運営委員会 メルパルク京都、35名

８月23日（月）

～24日（火）

第２回粉体エンジニア早期養成講座 計測・測定

京都・同志社大学微粒子科学技術研究センター、９名

８月25日（水）

～26日（木）

第51回粉体技術専門講座（実習付）

基本的造粒装置の原理と構造の理解およびその運転体験

東京・中央大学後楽園キャンパス、30名

８月26日（木） 第２回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、21名

８月28日（土） 第２回特別委員会

ナノ物質の安全性向上のためのガイドライン作成委員会

東京・八重洲倶楽部、18名

８月30日（月） 第１回集じん分科会 金沢・石川工業高専、39名

９月２日（木） 第２回粒子加工技術分科会 63名

三重県・太陽化学㈱四日市本社他

９月６日（月）

～７日（火）

第３回粉体エンジニア早期養成講座

バルクハンドリングⅠ、輸送・供給

埼玉県・㈱日清製粉グループ本社上福岡研究所、10名

９月７日（火） ISO対応委員会第３回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、５名

９月９日（木） 第２回委員長連絡会 大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、15名

９月９日（木） 第181回木曜会 当番会社：アサダメッシュ㈱

大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、78名

講演・世界における太陽電池事業の今後の動向

㈱ムラカミ 増利賢治氏

９月10日（金） 第４回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、19名

９月14日（火） ISO対応委員会第２回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、34名

９月16日（木）

～17日（金）

第４回粉体エンジニア早期養成講座 乾燥

静岡県・大川原化工機㈱、10名

９月17日（金） 第１回バルクハンドリング、第２回輸送、食品粉体技術合同分科会

岐阜県・㈱モンテール美濃加茂工場

バルク17名、輸送19名、食品14名、合計50名

９月17日（金）

～18日（土）

第２回粉体技術編集委員会

京都・大谷ホール、26名
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９月22日（水） 第１回造粒分科会 岡山県・ナイカイ塩業㈱、26名

９月28日（火）

～29日（水）

粉塵爆発・火災安全研修（初級）

京都・同志社大学学研都市キャンパス、92名

９月30日（木）

～10月１日（金）

第２回環境エネルギー・流動化分科会 16名

北海道・ＥＣＯリサイクルセンターしらおい他

10月５日（火） 第３回総務委員会 湯島・東京ガーデンパレス、13名

10月５日（火） 第252回火曜会 当番会社：東京アトマイザー製造㈱

湯島・東京ガーデンパレス、100名

講演・伝統と革新

ニッポン製造業の後継者育成に求められる普遍性

ハーネマンアカデミー 永松昌泰氏

10月７日（木） 第３回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、24名

10月７日（木） 第１回APPIE産学官連携フェア2011実行委員会

メルパルク京都、11名

10月７日（木）

～８日（金）

第５回粉体エンジニア早期養成講座 混合・混練

神奈川県・㈱徳寿工作所、11名

10月12日（火） 第２回粉砕分科会 東京・八重洲ダイビル、16名

10月12日（火）

～13日（水）

第６回粉体エンジニア早期養成講座 分級

埼玉県・日清エンジニアリング㈱上福岡事業所（第１日）

神奈川県・㈱徳寿工作所（第２日）、12名

10月14日（木）

～15日（金）

第７回粉体エンジニア早期養成講座 粉砕

栃木県・㈱セイシン企業日光工場、12名

10月19日（火） 第５回東京粉体工業展委員会 東京・協会事務所、20名

10月20日（水） 第１回標準粉体委員会 京都・協会本部、15名

10月21日（木） 第１回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

10月22日（金） 第35回金曜会 当番会社：寿工業㈱

広島グランドインテリジェントホテル、36名

講演・検定用標準粒子の動向と最近の粒子分級技術

広島大学大学院 教授 吉田英人氏

10月24日（日）

～25日（月）

ISO/TC24/SC4国際会議（WG11）

米国・ポートランド、日本より12名参加

10月25日（月） 第２回人材育成委員会 東京・協会事務所、11名

10月25日（月） 人材育成委員会 若手営業・管理者のつどい

東京・ホテル機山館、59名

講演・次世代電池がもたらすクルマ社会

アイシン産業㈱ 仲田真三氏
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10月30日（土） 第３回特別委員会

ナノ物質の安全性向上のためのガイドライン作成委員会

東京・八重洲倶楽部、15名

11月１日（月） 第52回粉体技術専門講座

粉体分離操作の最新技術と電池・先端材料への応用

名古屋国際センター、48名

11月４日（木） 第２回集じん分科会 富山・コマツキャステックス㈱、21名

11月４日（木）

～５日（金）

第８回粉体エンジニア早期養成講座 バルクハンドリングⅡ 貯槽

兵庫県・東洋ハイテック㈱粉体技術センター、９名

11月５日（金） 第２回電池製造技術分科会 大阪・産総研関西センター、175名

11月６日（土） 第３回分科会運営委員会 名古屋・安保ホール、８名

11月９日（火） 第２回クリーン化分科会 大岡山・東京工業大学

（エアロゾル学会と共催、総計66名）18名

11月11日（木）

～12日（金）

第９回粉体エンジニア早期養成講座 粒子加工

静岡県・フロイント産業㈱技術開発研究所、７名

11月12日（金） 第２回規格委員会 京都～東京ＴＶ会議、10名

11月12日（金）

～13日（土）

粉塵爆発・火災安全研修（初級）

京都・同志社大学微粒子科学技術研究センター、92名

11月17日（水） 第３回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、35名

11月17日（水） 第３回常務会 名古屋・名鉄ニューグランドホテル、11名

11月17日（水） 第36回水曜会 当番会社：㈱ダルトン

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、44名

講演・余熱…冷めない情熱を世のために役立てる

劇作家 土井陽子氏

11月18日（木） 第２回乾燥分科会 東京・ホテル機山館、27名

11月19日（金） 第２回混合・成形分科会 愛媛県・松山大学、17名

11月19日（金） 第10回粉体工学特別講座 粉体工学と技術の新しい展開

京都タワーホテル、38名

11月24日（水） 教育部門会議 京都・協会本部、12名

11月25日（木） 第４回理事会 京都センチュリーホテル、35名

11月25日（木） 秋期定例会合 京都センチュリーホテル、83名

講演・日本発CD-Rの開発とものづくり

名古屋工業大学 浜田恵美子氏

12月１日（水）

～３日（金）

国際粉体工業展東京2010 有明・東京ビッグサイト

出展規模265社、941小間、来場者14,881名

12月３日（金） 第１回粉体工業展委員会 有明・東京ビッグサイト、13名
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2010年
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12月３日（金） 第３回晶析分科会 東京・明治大学、23名

12月４日（土） 第３回粉体技術編集委員会

東京・ＴＫＰ新橋ビジネスセンター、22名

12月９日（木） 第182回木曜会 当番会社：真鍋工業㈱

大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、96名

忘年パーティ、ビンゴゲームなど

12月９日（木） ISO対応委員会第４回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、10名

12月13日（月） 圧密粉体のせん断特性測定方法の標準化に関する意見交換会

東京～京都ＴＶ会議、17名

12月14日（月） 第２回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、21名

2011年
（平成23年）

１月11日（火） 第253回火曜会（新年賀詞交歓会）当番会社：㈱徳寿工作所

湯島・東京ガーデンパレス、117名

講演・琵琶語り（古典語りと薩摩琵琶演奏） 平喜世氏

１月11日（火） 第４回特別委員会

ナノ物質の安全性向上のためのガイドライン作成委員会

湯島・東京ガーデンパレス、15名

１月13日（木） 第２回推薦審査委員会 京都・協会本部、８名

１月13日（木）

～14日（金）

第53回粉体技術専門講座 粉体技術とエコリサイクル

東京・新橋 住友金属鉱山㈱、49名

１月21日（金） 分科会連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、80名

１月22日（土） 委員会・部門連絡会議 名古屋・名鉄グランドホテル、39名

１月24日（月） 第２回微粒子ナノテクノロジー分科会 大阪・㈱栗本鐵工所、50名

１月27日（木） 第30回計装測定講演会（第１回計装測定分科会）59名

粒子画像計測とその応用 大手町・同志社大学東京オフィス

１月27日（木） 第４回大阪粉体工業展委員会 メルパルク京都、26名

１月28日（金） 第３回電池製造技術分科会 博多・ヒルトンシーホーク、58名

１月30日（日） ISO対応委員会第３回粒子特性評価小委員会

東京・協会事務所、28名

２月４日（金） 第３回粒子加工技術分科会 徳島・大鵬薬品工業㈱、92名

２月８日（火） 第３回食品粉体技術分科会 25名

佐賀・㈱オニザキコーポレーション

２月９日（水） 第３回人材育成委員会 名古屋ダイヤビルディング、12名

2011
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２月９日（水） 人材育成委員会 営業・管理部門の若手のつどい

名駅・名古屋ダイヤビルディング、49名

講演・素養・素質という基本からみた技術トレンド

杉山重工㈱取締役会長 杉山周宏氏

２月10日（木） 第６回東京粉体工業展委員会

茅ケ崎・パナソニックリゾート湘南、31名

２月16日（水） 第37回水曜会 当番会社：アマノ㈱

名古屋・名鉄ニューグランドホテル、37名

講演・サッカーにおける組織論

神奈川県サッカー協会 名誉会長 鈴木中氏

２月16日（水）

名誉個人会員

（横浜国立大学名誉

教授）青木隆一氏

逝去、享年87歳２月17日（木） 第３回集じん分科会 いわき市・常磐共同火力㈱、33名

２月25日（金） ISO対応委員会第５回集じん用ろ布小委員会

東京・協会事務所、16名

２月25日（金） 粉体技術セミナー 京都タワーホテル、約100名

粉体技術開発に役立つ粉体シミュレーション

（産学技術交流推進部門主催、参加無料）

３月４日（金） 第２回造粒分科会 東京・中央大学後楽園キャンパス、44名

３月４日（金） 第２回分級ふるい分け分科会 つくば・産総研、24名

３月４日（金） 第３回粉塵爆発委員会 東京・協会事務所、16名

３月５日（土） 第４回粉体技術編集委員会 メルパルク京都、21名

３月10日（木） 第４回常務会 大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、12名

３月10日（木） 第183回木曜会 当番会社：アイシン産業㈱

大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、62名

落語２席 噺家 林家卯三郎氏

３月10日（木）

～11日（金）

粉塵爆発・火災安全研修（中級）

清瀬・独�労働安全衛生総合研究所、63名

11日講義中東日本大震災発生、講義中断後再開終講

３月11日（金） 第２回計装測定分科会 11名

滋賀県・旧和中散本舗、栗東民俗博物館、

３月11日（金） 第４回バルクハンドリング分科会 東京・八重洲ホール、56名

３月11日（金） 第３回輸送分科会 新潟・テーブルマーク㈱魚沼水の郷工場、17名

３月12日（金） 第４回分科会運営委員会 メール会議に変更

３月16日（水） 第２回海外交流委員会 メール会議に変更

３月17日（木） 学会～協会 幹部懇談会 メルパルク京都、

３月18日（金） 第４回総務委員会 メール会議に変更

３月18日（金） 第５回理事会 大阪・ＡＮＡクラウンプラザホテル、22名
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３月24日（木） 第３回推薦審査委員会 京都・協会本部、７名

３月25日（金） 第36回金曜会 当番会社：日本澱粉工業㈱

鹿児島・日本澱粉工業㈱、熊襲亭、37名

講演２件および工場見学


