
開催日 場所 講演者 参加者

1 1992年10月13日
 小野測器(株)本社講演室
 　東京都新宿区西新宿2-4-1

 浅見　敏彦 (姫路工大)

2 1993年1月29日
 東京都立大学　国際交流会館
 　東京都八王子市南大沢1-1

 藤本　　淳 (NEC)
 小薬　次郎 (鬼怒川ゴム)
 丹羽　和義 (鬼怒川ゴム)

3 1993年6月4日
 姫路工業大学５号館
 　兵庫県姫路市書写2167
 梅麟館

 岩壺　卓三 (神戸大学)
 井上　喜雄 (神戸製鋼)

講演会(34)
懇親会(29)
宿泊   (18)

4 1993年11月24日
 (株) 東芝　原子力事業部
 　東京都千代田区内幸町1-1-7

 浅見　敏彦 (姫路工大)
 岡村　　宏 (三菱自工)
 小林　博栄 (IHI)

講演会(30)
懇親会(   )

5 1994年2月23日
 NKK (株) 京浜ビル
 　川崎市川崎区南渡田町1-1

 中町華都雄 (鋼管計測)
 大亦絢一郎 (明治大学)

講演会(28)
懇親会(   )

6 1994年5月27日

 セイコーエプソン(株) 諏訪南事業所
 　長野県諏訪郡富士見町富士見1010
 セイコーエプソン厚生年金基金会館
 　諏訪市湖岸通り1-16-2

 伊東　紀夫 (エプソン)
 鈴木　浩平 (都立大学)

講演会(18)
懇親会(16)
宿泊   (16)

7 1994年9月27日
 県立先端科学技術支援センター
 　兵庫県赤穂郡上郡町金出町1479-6

 松久　　寛 (京都大学)
 西原　　修 (京都大学)
 松浦　　章 (特許機器)

講演会(33)
懇親会(26)
宿泊   (15)

8 1995年3月17日
 上智大学11号館
  　東京都千代田区紀尾井町7

 佐藤　美洋 (上智大学)
 鈴木　浩平 (都立大学)
 長松　昭男 (東京工大)

講演会(39)
懇親会(28)

9 1995年6月14日
 J. CITY 1階
 　東京都練馬区高松5-8

 村上　　惇 (姫路工大)
 藤波　健剛 (前田建設)

講演会(33)
懇親会(26)

10 1995年8月24日
 東京都立大学　国際交流会館
 　東京都八王子市南大沢1-1

 北山　和宏 (都立大学)
 菊池　敏男 (大林組)
 鈴木　浩平 (都立大学)

講演会(38)
懇親会(   )

11 1995年11月22日
 石川県青年会館研修室
 　石川県金沢市常磐町160

 佐藤　秀紀 (金沢大学)
 光田　慎治 (コマツ)
 浅見　敏彦 (姫路工大)

講演会(13)
懇親会(11)
宿泊   ( 9)

12 1996年5月22日
 東京都立大学　国際交流会館
 　東京都八王子市南大沢1-1

 S.R.Locklear (ENIDINE)
 伊藤　智宏 (三菱重工)
 浪田　芳郎 (日立)

講演会(22)
懇親会(   )

13
1996年10月4日

10月5日

 (株) 神戸製鋼所機械研究所
 　兵庫県神戸市西区高塚台1-5-5

 (株) 神戸製鋼所保養所
      「淡路夕なぎ荘」
 　兵庫県津名郡淡路町岩屋1833-4

 杉本　明男 (神戸製鋼)
 上田　宏樹 (神戸製鋼)
 浅見　敏彦 (姫路工大)

 大熊　恒靖 (リオン)
 川副　嘉彦 (埼玉工大)

講演会(24)
懇親会(24)
宿泊   (24)

14 1997年4月22日
 明治大学生田校舎
 　川崎市多摩区東三田1-1-1

 荒川　利治 (明治大学)
 西村　誠一 (大阪産大)

講演会(33)
懇親会(26)

15 1997年9月26日
 大阪商工会議所
 　賢島研修センター
 　三重県志摩郡阿児町神明

 松本　金矢 (三重大学)
 G.Rami Reddy (都立大研修員)
 佐藤　美洋 (上智大学)

講演会(16)
懇親会(14)
宿泊   (14)

16 1997年12月12日
 三和テッキ (株) 宇都宮工場
 　鬼怒川温泉　和楽荘
 　栃木県塩谷郡藤原町大原2

 網干　光雄 (鉄道技研)
 五十幡直文 (三和テッキ)

講演会(14)
懇親会(15)
宿泊   (15)

17 1998年5月21日
 東京都立大学　国際交流会館
 　東京都八王子市南大沢1-1

 西田　英一 (バブコック日立)
 佐藤　太一 (東京電機大)
 田村　幸雄 (東京工芸大)

講演会(22)
懇親会(21)

18 1998年10月16日
 バブコック日立(株)呉研究所
 　広島県呉市宝町3-36

 曽根　　彰 (京工繊大)
 荒木　嘉昭 (九州工大)
 横道　　勲 (北九州高専)
 榊原　　進 (いわき明星大)

講演会(20)
懇親会(18)
宿泊   (18)

19 1999年5月12日
 (株) 大林組技術研究所
 　 東京都清瀬市下清戸4-640

 的場　晃三 (特許機器)
 田中　信雄 (東京科技大)
 鈴木　哲夫 (大林組)

講演会(35)
懇親会(26)

20 1999年7月9日
 市町村共済組合 湯の山保養所「やまびこ」
 　 三重県三重郡菰野町千草7054-170

 観音　立三 (三菱重工)
 小林　　晋 (松下電工)

講演会(15)
懇親会(13)

21 2000年6月30日
 小野測器(株)本社テクニカルセンター
 　 神奈川県横浜市緑区白山1-16-1

 鈴木　英男 (小野測器)
 吉村　卓也 (都立大学)

講演会(34)
懇親会(29)

22 2000年12月19日
 東京都立大学　国際交流会館
 　 東京都八王子市南大沢1-1

 砂子田勝昭 (三和テッキ)
 佐伯　暢人 (新潟工科大)

講演会(32)
懇親会(26)

ダンピング研究会の足取り



23 2001年5月18日
 東海大学山中湖セミナーハウス
 　 山梨県南都留郡山中湖村山中323-1

 清水　信行 (いわき明星大)
 尾崎　晃一 (東海大学)
 細川　健治 (中部大学)

講演会(19)
懇親会(18)
宿泊   (18)

24 2001年7月4日
 (財)鉄道総合技術研究所
 　東京都国分寺市光町2-8-38

 山口　誉夫 (群馬大)
 鈴木　康文 (鉄道総研)

講演会(34)
懇親会(28)

25 2001年12月7日
 富士重工業 (株)
 　 群馬県太田市スバル町1-1
 青山旅館 (伊香保町)

 黒沢　良夫 (富士重工)
 清水　一弥 (昭和サイエンス)

講演会(24)
懇親会(16)
宿泊   (16)

26 2002年4月26日
 東京都立大学　国際交流会館
   東京都八王子市南大沢1-1

 阿南　景子 (大阪電通大)
 清水　一弥 (昭和サイエンス)
 浅見　敏彦 (姫路工大)
 下郷　太郎 (慶大名誉教授)

講演会(40)
懇親会(   )

27 2002年7月12日
 特許機器(株)
   兵庫県尼崎市南初島町10
 有馬温泉月光園鴻朧館

 安田　正志 (特許機器)
 安田　仁彦 (名古屋大)
 中平　真一 (エムシー技研)

講演会(31)
懇親会(26)
宿泊   (26)

28 2002年9月30日
 (株) ブリヂストン技術センター
   東京都小平市小川東町3-1-1

 今村　　仁 (茨城大学)
 豊澤　真一 (ブリヂストン)

講演会(52)
懇親会(38)

29
2002年11月8日
～11月10日

 琉球大学工学部
 　沖縄県中頭郡西原町字千原1

 ラグナガーデンホテル
 　沖縄県宜野湾市真志喜

 山本　哲彦 (琉球大学)
 喜友名彩紀 (琉球大学)
 中園　邦彦 (琉球大学)
 鈴木　浩平 (都立大学)
 藤井　茂夫
　　 (藤井コンサルティング)
 田中基八郎 (埼玉大学)
 砂子田勝昭 (三和テッキ)
 松本　金矢 (三重大学)
 細川　健治 (中部大学)

講演会(12)
懇親会(12)
宿泊   (10)

ほかに琉球大
学の学生多

数

30 2003年4月25日

 姫路工業大学書写紀念会館
   兵庫県姫路市書写2167
 ハイランドビラ姫路
   姫路市広峰山樋ノ谷

 浅見　敏彦 (姫路工大)
 石田　諭嗣 (姫路工大)
 西村　誠一 (大阪産大)
 堀越　清視 (鹿島技術研)

講演会(31)
懇親会(26)
宿泊   (15)

31 2003年6月30日
 埼玉大学理工学研究科
 　 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

 足達　和彦 (神戸大学)
 佐藤　勇一 (埼玉大学)
 渡邉　鉄也 (埼玉大学)

講演会(36)
懇親会(34)

32 2003年11月21日
 ブリヂストン保養所「奥多摩園」
 　東京都青梅市二俣尾1-264

 石田　幸男 (名古屋大)
 瀧上　唯夫 (鉄道総研)
 山口　秀谷 (防衛大学校)

講演会(37)
懇親会(25)
宿泊   (25)

33 2004年5月7日
 (株)ダイフク研修所「新海浜レークハウス」
   滋賀県彦根市新海浜2-15-1

 増田　　新 (京都工繊大)
 岸　　　肇 (姫路工大)
 池田　雅夫 (大阪大学)

講演会(39)
懇親会(30)
宿泊   (27)

34 2004年8月20日
 兵庫県立大学新在家キャンパス
    兵庫県姫路市新在家本町1-1-12

 本田　逸郎 (兵庫県立大)
 Gary H. Koopmann
   (Pennsylvania State Univ.)

講演会(20)
懇親会(20)

35 2005年3月14日
  東京都立大学　国際交流会館
   東京都八王子市南大沢1-1

 西田　英一
 岩楯　敞広 (都立大学)
 沢井　誠二 (ヤマハ発動機)
 吉田　治   (大林組)

講演会(47)
懇親会(37)

36
2005年7月28日

～7月29日

 防災科学技術研究所(E-ディフェンス)
   兵庫県三木市志染町三津田西亀屋
 有馬温泉月光園游月山荘
   神戸市北区有馬町318
 神戸製鋼所機械研究所
   神戸市西区高塚台1-5-5
 神戸製鋼所保養所「淡路夕なぎ荘」
 　兵庫県津名郡淡路町岩屋1833-4

 石光　俊介 (兵庫県立大)
 高木　敏晃 (神戸製鋼所)

見学会(25)
宿泊 1 (15)
講演会(36)
懇親会(26)
宿泊 2 (25)

37 2005年10月25日
 防衛大学校
 　神奈川県横須賀市走水1-10-20
 割烹旅館「東京湾」

 滝田　好宏 (防衛大学校)
 大久保宏樹 (防衛大学校)
 山口　秀谷 (防衛大学校)

講演会(27)
懇親会(19)
宿泊 　(12)

38 2006年8月4日
 日本原子力研究開発機構 ふげん発電所
 　福井県敦賀市明神町3
 民宿「かつみ屋」

 森下　喜嗣
　　 (日本原子力研究開発機構)
 清水　一弥 (昭和機工)

講演会(17)
懇親会(17)
宿泊   (17)

39 2006年11月2日
 田沢湖高原温泉郷　駒ヶ岳観光ホテル
 　 秋田県仙北市田沢湖生保内

 平元　和彦 (秋田大学)
 松岡　太一 (秋田大学)
 榊原　　進 (東京電機大学)

講演会(22)
懇親会(19)
宿泊   (19)

40 2007年6月25日
 首都大学東京 オープンユニバーシティー
 　 東京都千代田区飯田橋3-5-1

 井上　剛志 (名古屋大)
 横井　　隆 (ブリヂストン)
 鈴木　浩平 (首都大学東京)

講演会(36)
懇親会(   )



41 2007年11月30日
 新潟工科大学
 　新潟県柏崎市藤橋1719
 岬館 (柏崎市番神)

 佐伯　暢人 (新潟工科大)
 射場　大輔 (京都工繊大)

講演会(25)
懇親会(24)
宿泊   (22)
見学会(24)

42 2008年5月9日
 広島市立大学　情報科学棟
 　広島市阿佐南区大塚東3-4-1
 安芸グランドホテル

 中平　真一 (エムシー技研)
 渡辺　陽介 (大阪大学)
 石光　俊介 (広島市大)

講演会(32)
懇親会(27)
宿泊   (19)

43 2008年10月30日
 中部大学　春日井キャンパス
 　愛知県春日井市松本町1200

 菅原　能生 (鉄道総研)
 貞本　晃　 (中部大学)
 細川　健治 (中部大学)

講演会(17)
懇親会(   )

44 2009年6月19日
 コマツテクノセンタ
 　静岡県伊豆市徳永697
 小松製作所直営保養所「城ヶ崎荘」

 有壁　剛生 (コマツ)
 藤井　茂夫 (南画研究塾)

講演会(26)
懇親会(17)
宿泊   (16)

45 2009年11月27日
 兵庫県立大学神戸キャンパス
 　神戸市中央区東川崎町1-3-3
 ホテル北野プラザ六甲荘

 松浦　　章 (特許機器)
 網干　光雄 (鉄道総研)
 西村　誠一

講演会(20)
懇親会(15)
宿泊   (  8)

46 2010年3月9日
 三和テッキ(株) 宇都宮事業所
 　栃木県宇都宮市中岡本町2703

 山口　誉夫 (群馬大学)
 飯山　文也 (三和テッキ)

講演会(25)
懇親会(   )

47 2010年9月3日
 (株)IHI 保養所「箱根クラブ」
 　神奈川県足柄下郡箱根町仙石原

 山口　秀谷 (防衛大学校)
 渡邉　鉄也 (埼玉大学)
 郭　　士傑 (東洋ゴム)

講演会(22)
懇親会(20)
宿泊   (19)

48 2011年1月21日
 (株)大林組 技術研究所
 東京都清瀬市下清戸4-640

 西田　英一 (湘南工科大)
 宇津野秀夫 (京都大学)
 吉田　　治 (大林組)

講演会(28)
懇親会(23)

49 2011年6月28日
 京都工芸繊維大学
 　京都市左京区松ヶ崎御所海道町

 砂子田勝昭 (秋田大名誉教授)
 中平　真一 (エムシー技研)
 本田　逸郎 (兵庫県立大)
 曽根　　彰 (京都工繊大)

講演会(33)
懇親会(26)

50 2011年11月25日
 芝浦工業大学豊洲キャンパス
 　東京都江東区豊洲3-7-5

 鈴木　浩平 (都立大名誉教授)
 浅見　敏彦 (兵庫県立大)
 古屋　治　 (東京都市大)
 佐伯　暢人 (芝浦工大)

講演会(27)
懇親会(25)


