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平成 30 年度 産学連携活動 
⽇時 場所 ⾏事名 出席教員等 

2018/4/1 啓⽂社新浜店 選書棚の設置（企画・運営） 阿部 純講師 
2018/4/12 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース⾯接審査 ⾜⽴浩⼀教授 
2018/4/16 福⼭⼤学 (公財)中国地域創造研究センター(会議) 都祭弘幸教授他 
2018/4/16 福⼭⼤学⼯学部 中国地域でのドローン活⽤調査の実施⽅法検討会 関⽥隆⼀准教授 
2018/4/16 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース書類審査 ⾜⽴浩⼀教授 

2018/4/16 
瀬⼾内海区⽔産研究所百
島庁舎 

瀬⼾内海区⽔産研究所・福⼭⼤学海洋⽣物科学科 
合同ゼミ 

渡辺伸⼀准教授 

2018/4/19 
マンダリンオリエンタル
ホテル東京 

マリアンスペース社年次パーティ 関⽥隆⼀准教授 

2018/4/20 PTI 社（横浜） 超⼩型衛星の最新技術動向研究会 関⽥隆⼀准教授 
2018/4/20 東京有楽町電気倶楽部 電気学会計測技術委員会 仲嶋 ⼀教授 
2018/4/23 岡⼭⼤学 岡⼭県コンクリート診断⼠会理事会 宮内克之教授 
2018/4/25 福⼭市役所 福⼭市都市ブランド戦略推進協議会 阿部 純講師 

2018/4/27 アサヒタクシー本社 
平成 29 年度研究成果と平成 30 年度研究計画の検討
会 

関⽥隆⼀准教授 

2018/4/28 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区 春の独⾃勉強会 ⾹川直⼰教授 他

2018/5/1 福⼭バラ公園 備後福⼭ワイン振興協議会設⽴セレモニー ⼭本 覚教授 他
2018/5/1 福⼭⼤学 24 号館 交通安⼼プロジェクトミーティング 平 伸⼆教授 他
2018/5/10 福⼭市役所 60 会議室 先端技術によるまちづくり官⺠協議会 ⾹川直⼰教授 
2018/5/10 広島県庁 ひろしま航空機産業振興協議会アドバイザー会議 関⽥隆⼀准教授 

2018/5/10 尾道市役所 平成 30 年度第 1 回尾道市次世代メディア対策委員会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/5/14 福⼭⼤学⼯学部 中国新聞(取材) 仲嶋 ⼀教授 
2018/5/17 福⼭⼤学⼯学部 ⼭陰中央新報(取材) 仲嶋 ⼀教授 
2018/5/17 福⼭⼤学⼯学部 ドローン活⽤調査住⺠アンケート設計会議 関⽥隆⼀准教授 

2018/5/18 
三井 E＆S システム技研
㈱ 

共同研究成果発表会 ⾹川直⼰教授 他

2018/5/18 岡⼭⼤学 
平成３０年度中国地域産学官連携コンソーシアム運
営会議 

中村雅樹助教 

2018/5/19 福⼭市緑町公園 福⼭ばら祭り「HAPPY PHOTO サービス」(出展) 中道上准教授 

2018/5/19 福⼭市緑町公園 
第 51 回福⼭ばら祭 2018（福⼭⼤学ワインの紹介と
試飲会） 

⼭本覚教授 

2018/5/22 
朱鷺メッセ新潟コンベン
ションセンター 

Intrenational Power Electronics Conference 菅原 聡准教授 

2018/5/22 福⼭市ものづくり交流館 福⼭市創造活動推進委員会会議 ⾹川直⼰教授 
2018/5/25 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ合同企業説明会 津⽥将⾏講師 他

2018/5/26 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区 技術教育Ⅰ ⾹川直⼰教授 他



2 
 

2018/5/26 ⿅児島 
JCI アジア太平洋会議「HAPPY PHOTO サービス」
(出展) 

中道上准教授 

2018/5/26 宮地茂記念館 
タクシー事故情報データの定量解析（その１）成果報
告会 

関⽥隆⼀准教授 

2018/5/28 福⼭市役所 福⼭市総合戦略推進会議 都祭弘幸教授 
2018/5/30 ひろぎん本店 ひろしまベンチャー育成 第１回理事会 ⾹川直⼰教授 
2018/5/31 福⼭市役所 スマートシティの教育打合せ ⾹川直⼰教授 他
2018/6/5 福⼭⼤学 ものづくり⼤学（福⼭市産業振興課） 都祭弘幸教授 他

2018/6/7 
国産⾃動⾞交通、宮園⾃
動⾞、ダイヤモンド交通 

タクシー事故情報データの定量解析研究会 関⽥隆⼀准教授 

2018/6/8 トヨコー浜松研究所 CoolLaser 安全設計と安全解析検討会 関⽥隆⼀准教授 
2018/6/8 岡⼭⼤学 岡⼭県コンクリート診断⼠会総会 宮内克之教授 
2018/6/8 丸井⾃動⾞ タクシー事故情報データの定量解析研究会 関⽥隆⼀准教授 
2018/6/8 福⼭⼤学 ひろしま⾃動⾞産学連携推進会議（ひろ⾃連） 都祭弘幸教授 他

2018/6/8 
⽇本技術⼠会中国本部事
務局 

⽇本技術⼠会 講演会 菅原聡准教授 

2018/6/12 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース担当者会議 ⾜⽴浩⼀教授 

2018/6/12 早稲⽥⼤学 
⽇本学術振興会リスクベース設備保全 180 委員会研
究会 

関⽥隆⼀准教授 

2018/6/14 福⼭市役所 さくらサイエンス打合せ ⾹川直⼰教授 他
2018/6/15 福⼭⼤学 広島県商⼯労働局 イノベーション推進チーム ⾹川直⼰教授 他

2018/6/16 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区 夏の独⾃勉強会 ⾹川直⼰教授 他

2018/6/16 
備後地場産業振興センタ
ー 

ビジネス交流会 福⼭未来 委員会 ⾹川直⼰教授 

2018/6/18 
中国地域創造研究センタ
ー 

ドローン活⽤調査委員会第 1 回委員会 関⽥隆⼀准教授 

2018/6/18 広島県情報プラザ ひろしま産業振興機構技術委員会 都祭弘幸教授 
2018/6/21 福⼭市役所 スマートシティの教育打合せ ⾹川直⼰教授 他
2018/6/27 福⼭市ものづくり交流館 福⼭⼤学研究成果発表会 全学⾏事 
2018/6/27 福⼭市ものづくり交流館 2018 年度 福⼭⼤学研究成果発表会 早川達⼆教授 他
2018/6/28 福⼭⼤学⼯学部 三井造船特機エンジニアリング打合せ 仲嶋 ⼀教授 他

2018/6/29 
中国地域創造研究センタ
ー 

ドローン活⽤調査委員会第 1 回委員会 関⽥隆⼀准教授 

2018/6/29 福⼭⼤学⼯学部 広島県⽴総合技術⾼等学校 PTA ⾒学会 ⾹川直⼰教授 

2018/7/13 福⼭市役所 60 会議室 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会 第 3 回運営
委員会 

⾹川直⼰教授 

2018/7/13 東京スクエアガーデン ⽇本コンクリート補修補強協会総会 宮内克之教授 

2018/7/18 広島県情報プラザ ⾃動⾞⼯学基礎講座 2018（ひろしま産業振興機構） 
関 根 康 史 准 教 授
他 

2018/7/21 まなびの館ローズコム 備後福⼭ワイン振興協蔑会第 1 回役員会 都祭弘幸教授 
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2018/7/22 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース壮⾏会 ⾜⽴浩⼀教授 

2018/7/24 アサヒタクシー本社 
タクシー事故情報データの定量解析 新年度研究計
画打合せ 

関⽥隆⼀准教授 

2018/7/24 福⼭市ものづくり交流館 
びんご圏域活性化戦略会議地域経済活性化研究部会 
ものづくりワーキング 

⾹川直⼰教授 

2018/7/27 東京有楽町電気倶楽部 電気学会計測技術委員会 仲嶋 ⼀教授 

2018/8/2 福⼭市役所 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会⼈材育成打合
せ 

⾹川直⼰教授 他

2018/8/2 福⼭ローズコム 備後福⼭ワイン振興協議会第１回役員会 ⼭本覚教授 他 
2018/8/4 東京ビッグサイト Maker Faire Tokyo 2018 ⼭之上卓教授 
2018/8/4 川崎医科⼤学 平成 30 年度 川崎医科⼤学学術集会 道原明宏教授 他
2018/8/6 理事⻑室 雑誌「財界」取材 仲嶋 ⼀教授 
2018/8/7 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事前研修 津⽥将⾏講師 他
2018/8/7 富⼠電機 講演会 菅原 聡准教授 

2018/8/8 
備後地域を中⼼とする企
業 

BINGO OPEN インターンシップ 津⽥将⾏講師 他

2018/8/15 マイボイスコム 電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 

2018/8/15 
富⼠ゼロックスみなとみ
らい事業所 

電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 

2018/8/22 リーガロイヤルホテル 電設⼯事業界懇談会 三⾕康夫教授 

2018/8/22 沖縄県⽯垣市伊⼟名 
⼩型追跡装置を⽤いたオカガニの⾏動⽣態に関する
研究 

渡辺伸⼀准教授 

2018/8/31 シギヤ精機 インターンシップ実施状況視察 関⽥隆⼀准教授 

2018/8/31 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

さくらサイエンスプラン企業交流会 ⾹川直⼰教授 他

2018/9/3 トヨコー浜松研究所 CoolLaser 安全解析検討会 関⽥隆⼀准教授 
2018/9/3 福⼭市ものづくり交流館 福⼭市ものづくり世界⼀検討会 ⾹川直⼰教授 
2018/9/5 岡⼭県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 
2018/9/5 ゼンリン、⽇本気象協会 ドローン活⽤調査委員会 事例調査 関⽥隆⼀准教授 
2018/9/5 福⼭⼤学⼯学部 三井 E＆S システム技研㈱ 技術/意⾒交換会 ⾹川直⼰教授 他

2018/9/6 
⽇⽴システムズ、エンル
ート、⽇本郵便 

ドローン活⽤調査委員会 事例調査 関⽥隆⼀准教授 

2018/9/7 
東芝テックソリューショ
ンサービス 

電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 

2018/9/7 
損保ジャパン、⾃律制御
システム研究所 

ドローン活⽤調査委員会 事例調査 関⽥隆⼀准教授 

2018/9/10 福⼭⼤学⼯学部 三井造船特機エンジニアリング打合せ 仲嶋 ⼀教授 他

2018/9/11 
⽇本技術⼠会中国本部事
務局 

⽇本技術⼠会 講演会 菅原聡准教授 

2018/9/16 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区⼤会 ⾹川直⼰教授 他

2018/9/19 トヨコー浜松研究所 CoolLaser 安全審査準備会 関⽥隆⼀准教授 
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2018/9/19 
⽇本技術⼠会中国本部事
務局 

⽇本技術⼠会 講演会 菅原聡准教授 

2018/9/20 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事後研修 津⽥将⾏講師 他
2018/9/21 広島⼤学 ⼯学部 モデルベース開発プロセス研修 ⾹川直⼰教授 他

2018/9/28 アサヒタクシー本社 
タクシー事故情報データの定量解析 新年度研究計
画打合せ 

関⽥隆⼀准教授 

2018/9/29 尾道グリーンヒルホテル 
⽇本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度対象研
修会 

杉原成美教授 

2018/10/4 NICT 電気学会計測技術委員会 仲嶋 ⼀教授 
2018/10/4 福⼭⼤学⼯学部 電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 

2018/10/4 
福⼭市役所本庁舎 3 階⼩
会議室 

びんご圏域活性化戦略会議地域経済活性化研究部会 ⾹川直⼰教授 

2018/10/4 福⼭市役所 びんご圏域活性化戦略会議地域経済活性化研究部会 有瀧真⼈教授 

2018/10/5 
東芝テックソリューショ
ンサービス 

電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 

2018/10/5 広島県情報プラザ ひろしま産業振興機構技術委員会 都祭弘幸教授 

2018/10/7 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区 秋の独⾃勉強会 ⾹川直⼰教授 他

2018/10/10 岡⼭県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 

2018/10/11 福⼭⼤学⼯学部 
タクシー事故情報データの定量解析 ⽇本経済新聞
取材 

関⽥隆⼀准教授 

2018/10/12 福⼭⼤学 新産業創出研究会公募打ち合わせ 菅原 聡准教授 
2018/10/16 福⼭⼤学⼯学部 東部⼯業試験センター 研究打合せ 関⽥隆⼀准教授 
2018/10/17 福⼭市役所 しおまちモビリティ実証実験打合せ 関⽥隆⼀准教授 

2018/10/17 
⽇本技術⼠会中国本部事
務局 

⽇本技術⼠会 講演会 菅原聡准教授 

2018/10/18 岡⼭⼤学 岡⼭県コンクリート診断⼠会理事会 宮内克之教授 
2018/10/18 福⼭市役所 びんご圏域活性化戦略会議 都市機能研究部会 都祭弘幸教授 

2018/10/19 
福⼭市役所会議棟 4 階理
事者控室 

先端技術によるまちづくり官⺠協議会第 5 回運営委
員会 

⾹川直⼰教授 

2018/10/22 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース担当者会議 ⾜⽴浩⼀教授 
2018/10/23 福⼭⼤学 ひろしま産業振興機構（マッチングフォーラム） ⼭之上卓教授 
2018/10/25 ひろいまハイビル 21 ひろしまベンチャー育成 ⼀次審査検討会 関⽥隆⼀准教授 
2018/10/25 広島県⽴総合体育館 第 13 回広島県信⽤⾦庫合同ビジネスフェア 中村雅樹助教 

2018/10/28 
福⼭⾃動⾞検査登録事務
所 

Go!Go!Car にばる 
⼿ 嶋 昭 良 技 術 助
⼿ 他 

2018/10/28 岡⼭⼤学 
岡⼭県⽣コンクリート⼯業組合コンクリート主任技
⼠講習会 

宮内克之教授 

2018/10/31 サニー南神⽥ビル 電気学会調査専⾨委員会 菅原聡准教授 
2018/11/2 福⼭⼤学⼯学部 タクシー事故撲滅安全マネジメントシステム打合せ ⾹川直⼰教授 他

2018/11/2 
広島県⺠⽂化センターふ
くやま 

パネルディスカッション ⾹川直⼰教授 
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2018/11/4 出雲ドーム 
「全⽇本製造業コマ⼤戦 出雲特別場所 in いずも
産業未来博 2018 

⼩林正明講師 

2018/11/4 台湾台北市の崋⼭ 1914 Maker Faire Taipei 2018 ⼭之上卓教授 

2018/11/7 
中国地域創造研究センタ
ー 

ドローン活⽤調査委員会第 2 回⼩委員会 関⽥隆⼀准教授 

2018/11/8 広島県庁 ひろしま航空機産業振興協議会アドバイザー会議 関⽥隆⼀准教授 
2018/11/8 広島県情報プラザ ⼤企業ニーズ提⽰型マッチング事業 中村雅樹助教 

2018/11/8 尾道市役所 平成 30 年度第 2 回尾道市次世代メディア対策委員会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/11/9 
広島県東部⼯業技術セン
ター 

第 2 回先進ものづくり研究会 ⾹川直⼰教授 

2018/11/11 ふくやまふれ愛ランド ふれ愛ランドまつり２０１８ 
⼿ 嶋 昭 良 技 術 助
⼿ 他 

2018/11/14 福⼭⼤学⼯学部 IoT 実践道場 打合せ 関⽥隆⼀准教授 
2018/11/14 笠岡総合体育館 第 4 回しんくみビジネスマッチング 中村雅樹助教 
2018/11/15 佐賀⼤学 IEEE 学⽣発表会 仲嶋 ⼀教授 
2018/11/16 マイボイスコム タクシー事故撲滅安全マネジメントシステム打合せ 関⽥隆⼀准教授 

2018/11/16 
東芝テックソリューショ
ンサービス 

電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 

2018/11/16 佐賀⼤学 電気学会計測研究会 仲嶋 ⼀教授 

2018/11/20 アサヒタクシー本社 
タクシー事故情報データの定量解析（その２）第 1 回
進捗確認会 

関⽥隆⼀准教授 

2018/11/21 福⼭市ものづくり交流館 第 6 回 FUKUYAMA CLOUD LIVE ⾹川直⼰教授 他

2018/11/21 
⽇本技術⼠会中国本部事
務局 

⽇本技術⼠会 講演会 菅原聡准教授 

2018/11/22 
⽇本技術⼠会中国本部事
務局 

⽇本技術⼠会 講演会 菅原聡准教授 

2018/11/27 
横浜国⽴⼤学みなとみら
いキャンパス 

電気学会調査専⾨委員会 菅原聡准教授 

2018/11/27 広島銀⾏本店 ひろしまベンチャー育成基⾦ 理事会 ⾹川直⼰教授 
2018/11/27 福⼭市役所 福⼭市総合戦略推進会議 都祭弘幸教授 
2018/11/28 パシフィコ横浜 マイクロウェーブワークショップ 菅原聡准教授 
2018/11/30 福⼭⼤学⼯学部 シーエヌエンジニアリング芦⽥川 UAV 調査打合せ 仲嶋 ⼀教授 
2018/12/1 福⼭⼤学宮地茂記念館 BINGO OPEN インターンシップ学外発表会 津⽥将⾏講師 他
2018/12/1 宮地茂記念館 インターンシップ学外発表会 関⽥隆⼀准教授 
2018/12/6 岡⼭県⼯業技術センター ミクロものづくり⼤学 製造技術セミナー ⾹川直⼰教授 他

2018/12/7 
中国地域創造研究センタ
ー 

ドローン活⽤調査委員会第 2 回委員会 関⽥隆⼀准教授 

2018/12/11 福⼭⼤学⼯学部 超⼩型衛星の最新技術動向研究会 関⽥隆⼀准教授 
2018/12/11 福⼭⼤学⼯学部 三井造船特機エンジニアリング打合せ 仲嶋 ⼀教授 他
2018/12/14 広島県庁 IoT 実践道場 協議会 関⽥隆⼀准教授 
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2018/12/14 岡⼭プラザホテル 岡⼭県⽣コンクリート品質管理監査会議 宮内克之教授 
2018/12/19 トヨコー浜松研究所 CoolLaser 安全審査会 関⽥隆⼀准教授 
2018/12/19 福⼭市ものづくり交流館 福⼭地域在住学⽣と島根県内企業との交流会 ⾹川直⼰教授 他
2018/12/20 ⾹川⼤学 IEEE 学⽣発表会 仲嶋 ⼀教授 

2018/12/20 アサヒタクシー本社 
タクシー事故情報データの定量解析（その２）第 2 回
進捗確認会 

関⽥隆⼀准教授 

2018/12/20 福⼭⼤学 ひろぎん経済研究所ヒアリング 都祭弘幸教授 

2018/12/20 福⼭市役所 
備後圏域におけるベンチャー創業の現状及び可能性
調査 

菅 原  聡 准 教 授
他 

2018/12/21 ⾹川⼤学 電気学会計測研究会 仲嶋 ⼀教授 
2018/12/21 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース担当者会議 ⾜⽴浩⼀教授 

2018/12/25 
東芝テックソリューショ
ンサービス 

電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 

2019/1/1 福⼭商⼯会議所 福⼭商⼯会議所所報 平成 31 年 1 ⽉号に掲載 平⽥宏⼆教授 他
2019/1/8 福⼭商⼯会議所 福⼭商⼯会議所 FCCI ライナー掲載交渉 中村博准教授 

2019/1/11 
中国地域創造研究センタ
ー 

ドローン活⽤調査委員会第 3 回⼩委員会 関⽥隆⼀准教授 

2019/1/17 福⼭⼤学 
備後圏域におけるベンチャー創業の現状及び可能性
調査業務ヒアリング 

菅原 聡准教授 

2019/1/18 トヨコー浜松研究所 CoolLaser 安全審査会 関⽥隆⼀准教授 
2019/1/22 宮地茂記念館 経済学研究会 中村博准教授 

2019/1/23 
県⽴広島⼤学サテライト
キャンパス 

ひろしま航空機産業振興協議会アドバイザー会議 
品質マネジメント講義 

関⽥隆⼀准教授 

2019/1/27 福⼭駅前シネマモード メディア・映像学科主催映画上映会 阿部 純講師 
2019/1/28 まなびの館ローズコム 備後福⼭ワイン振興協議会第２回役員会 ⼭本覚教授 他 
2019/1/28 まなびの館ローズコム 備後福⼭ワイン振興協議会第２回役員会 都祭弘幸教授 
2019/1/29 福⼭⼤学 ひろ⾃連地域企業活性化委員会 都祭弘幸教授 他

2019/2/1 福⼭⼤学 
特許第 6472252 号「仮想タッチパネルポインティン
グ」 

中道上准教授 

2019/2/2 広島駅南⼝地下広場 ものづくりイベント NT 広島 2019 ⼭之上卓教授 

2019/2/7 川崎医科⼤学 
川崎医科⼤学 KMS メディカル・アーク 2019 with 
MTO 

井 ノ 内 直 良 教 授
他 

2019/2/7 尾道市役所 平成 30 年度第 3 回尾道市次世代メディア対策委員会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2019/2/8 東京有楽町電気倶楽部 電気学会計測技術委員会 仲嶋 ⼀教授 
2019/2/8 広島ガーデンパレス 産から学へのプレゼンテーション in 広島 中村雅樹助教 
2019/2/12 東京ビッグサイト feel NIPPON 春 2019 ⼭本覚教授 

2019/2/14 
中国地域創造研究センタ
ー 

ドローン活⽤調査委員会第 3 回委員会 関⽥隆⼀准教授 

2019/2/15 
リム・ふくやまスカイホ
ール 

トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース募集説明会 ⾜⽴浩⼀教授 



7 
 

2019/2/18 福⼭市ものづくり交流館 モデルベース開発プロセス研修 ⾹川直⼰教授 他

2019/2/22 
国交省福⼭河川国道事務
所 

芦⽥川研究報告 仲嶋 ⼀教授 

2019/2/24 
府中市 桜が丘グランド
多⽬的広場 

第 10 回 全⽇本ＥＶ＆ゼロハンカーレース in 府
中 

⼩林正明講師 他

2019/2/25 福⼭市役所 60 会議室 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会第 6 回運営委
員会 

⾹川直⼰教授 

2019/2/26 
イノベーション・ハブ・
ひろしまキャンパス 

Innocation Potluck 講演会 関⽥隆⼀准教授 

2019/2/27 
福⼭ニューキャッスルホ
テル 

ビジネス交流フェア 都祭弘幸教授 

2019/2/28 宮崎市⺠プラザ 電気学会計測研究会 仲嶋 ⼀教授 
2019/3/1 宮崎市⺠プラザ 電気学会計測研究会 仲嶋 ⼀教授 
2019/3/2 アパレルアイ（株） 社員研修講演 中嶋健明教授 
2019/3/4 福⼭⼤学⼯学部 三井造船特機エンジニアリング共同研究打合せ 仲嶋⼀教授  

2019/3/5 
ひろしまディジタルイノ
ベーションセンター 

平成 31 年度「モデルベース開発プロセス研修」に係
る検討会議 

⾹川直⼰教授 他

2019/3/6 中国新聞ビル 
⽇本ケーブルテレビ連盟中国⽀部「番組アワード審
査」 

中嶋健明教授 

2019/3/7 早稲⽥⼤学 
⽇本学術振興会リスクベース設備保全 180 委員会研
究会 

関⽥隆⼀准教授 

2019/3/11 電通国際情報サービス 電気系部品の故障予兆とリスクベース保全研究会 関⽥隆⼀准教授 
2019/3/11 広島銀⾏本店 ひろしまベンチャー助成⾦ 第 3 回理事会 ⾹川直⼰教授 
2019/3/12 広島県情報プラザ ひろしま産業振興機構技術委員会 都祭弘幸教授 

2019/3/12 
三井 E＆S システム技研
㈱ 

三井 E＆S システム技研㈱ 技術/意⾒交換会 ⾹川直⼰教授 他

2019/3/14 中⼩企業会館 ⼀般社団法⼈ レーザー施⼯研究会 説明会 関⽥隆⼀准教授 
2019/3/21 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース成果報告会 ⾜⽴浩⼀教授 

2019/3/29 
広島市⽴⼤学サテライト
キャンパス 

IEEE 広島⽀部理事会 仲嶋 ⼀教授 

2019/3/29 サニー南神⽥ビル 電気学会調査専⾨委員会 菅原聡准教授 
 


