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　第12事業年度は会報の発行を見送り、今回２年ぶりの
発行となりました。
　マスク着用を始めとする「新しい生活様式」は最初は戸
惑いました。
　本会の役員会・総会は初めてリモート会議となりました。
そしてなかなか明けないコロナ禍にも慣れてしまった感が
あります。
　会報及び産業技術振興会に対するご意見、ご希望等がご
ざいましたら、お気軽にお寄せください。
　今後ともよろしくお願いいたします。
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集
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記

　令和３年９月１３日（月）、香川高専会議室にて、香川高等専門
学校産業技術振興会役員会及び総会を開催しました。新型コロ
ナウイルス感染症対策のためオンラインにて実施しました。
　総会では、会員企業他４２名が参加し、住田博幸会長（株式会
社レクザム取締役副社長生産本部長）及び田中校長の挨拶の
後、第１２事業年度の事業報告・会計報告及び第１３事業年度の
事業計画・予算が審議され、承認を得ました。

香川高専産業技術振興会役員会
及び総会を開催しました
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産業技術振興会主催　香川高専生のための仕事研究セミナー1
　香川高専学生が就職先を選択するうえにおいて、企業の採用担当者の方と接し、産業技術振興会加盟企業
の会社概要及び採用状況などについて情報収集の場を設けることを目的とし、今年度についてもセミナーを
実施しますのでお知らせします。詳細のご案内はメールにより送付しておりますので、ご確認ください。
　現時点では、対面での開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合
がございます。（対面での開催可否については、 1月中旬頃決定予定です）その場合、パンフレットを作成し学
生への配布を以って代替とさせていただきますので、ご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

開催日時

会　　場

参 加 費

令和4年2月22日（火）9:00 ～ 12:00
香川高専高松キャンパス第１体育館
無料

公開講座予定2
日　程 ： 令和４年２月下旬頃
講座名 ： 令和３年度脳波でロボットを制御する技術セミナー
講　師 ： 電子システム工学科　大西 章也 氏　（注）一般の方はオンライン参加のみ

技術講座予定3
日　程 ： 令和４年1月20日（木）予定
講座名 ： （仮）インフラメンテナンス講習会「③土中水の透水性の決め方」コース
講　師 ： （株）四電技術コンサルタント　熊野 一美 氏、古河 修三 氏、久保 慶徳 氏
　　　　香川高専　向谷 光彦 氏・荒牧 憲隆 氏・岡崎 芳行 氏

【訃報】
　本会　役員理事　川田工業株式会社四国工場　執行役員生産統括副部長　宮川 孝広 様が
令和３年１０月にご逝去されました。
　謹んでお知らせ申し上げますと共に、ご冥福をお祈り申し上げます。
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田中  正夫
香川高等専門学校
校長

　産業技術振興会会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。令和3年4月1日付

で香川高等専門学校・校長を命ぜられ、安蘇芳雄校長の後任として着任いたしました。本職拝命までは、大阪大学に

おいて、基礎工学部システム科学科機械科学コースならびに大学院基礎工学研究科機能創成専攻生体工学領域を

担当し、機械構造システムの計算力学解析・構造最適化ならびに計算バイオメカニクスの教育研究に従事するとと

もに、教育研究評議員として大学の管理運営の一端を担当してまいりました。この間、高等専門学校本科卒業生や

専攻科修了生の研究指導や、高等専門学校教員に就任した同僚や学生との連携を通じて高等専門学校とのかかわり

を持ってまいりましたが、本校着任にあたり、あらためて高等専門学校の運営管理ならびに更なる教育研究の充実に

対する責務の大きさを再認識致しました。

　あらためて申すまでもないことかと存じますが、平成21年10月の香川高等専門学校の統合発足にあわせて、地

域産業界と香川高等専門学校との連携を深め、地域産業の発展を図るとともに、香川高等専門学校の教育研究の振

興に寄与することを目的として、香川高等専門学校産業技術振興会を設立いただきました。以来、初代会長平田喜

一郎様（現名誉会長）、現会長住田博幸様のもと、多彩な交流・連携事業を通じて、地域の会員企業様と本校との連

携、協同・協創をリードいただくとともに、多大なるご支援を頂戴いたしておりますこと、厚く御礼申し上げます。

　令和3年11月現在、新型コロナウイルス感染症COVID19の第5波は落ち着きを見せていますが、年末年始

にむけて第6波への備えが指摘されている状況でもあります。令和元（2019）年末に新たに発生したこの感染症

は、令和2年度から拡大小康を繰り返し今日に至っており、私たちの活動様式に大きな影響、変化をもたらしました。

政府が「第5期科学技術基本計画」において「超スマート社会」「Society5.0」を打ち出したのは平成28（2016）

年1月のことで、産業界ではこの方向を推進してこられました。しかしながら社会全体への展開は限定的であったと

言わざるを得ず、COVID19の長期化によりこの社会としてのディジタル化の遅れがあらわとなりました。その一方

で、リモートワークをはじめとするワークスタイルの変革など、ディジタル化社会の実現に向けての巨大な推進力と

なったことは、予期せぬ作用であったと言えます。教育の分野もその例外ではありません。本校においてもオンライ

ンによるリモート授業が不可避的に導入され、結果として有用性が認識されると共に、私たちの身体性が重要な役

割を果たしている直接コミュニケーションの欠落に由来する教育活動上の課題も少し時間遅れを伴って散見される

ようになり、その対応を進めているところであります。

　産業技術振興会会員の皆様と本校の学生・教職員とが一同に会し、多種多彩なコミュニケーションによる交流・連

携をさせていただける機会が戻るまでには、なお暫しの時を要すると思われますが、たんに以前の状態に戻るので

はなく、この多難な時期を乗り越えたからこその新しい交流・連携のスタイルを、産業技術振興会の皆様と一緒に構

築することができればと願っています。本校の学生並びに教職員と地域産業界ならびに地域社会との連携を通じた

本校における教育研究活動の強化・推進に対し、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

末筆となり恐縮でございますが、産業技術振興会会員の皆様方の一層のご健勝とご発展を心よりお祈りいたします。

理 事 挨 拶 太田  正宏
四国電力株式会社
常務執行役員

　この度、理事を拝命しました四国電力の太田でございます。よろしくお願い申し上げます。
　さて、私は、現在、電力の安定供給を担う火力発電の運営を推進する立場にあります。その運営につきましては、
これまで、現場技術者が長年の経験に基づき、きめ細かな運転・保守管理により行ってまいりましたが、近年では自
由競争を踏まえた効率性の追求や、再生可能エネルギーの導入進展に伴い幅広い負荷変化が求められるなど、高度
化を図ることが必須となっています。このような状況は、どの産業部門においても同様ではないでしょうか。
　こうした情勢に対して、香川高等専門学校では、地域との連携等を目的に「ＡＩ社会実装教育研究本部」を創設する
など、社会共創できる態勢が整っており、是非とも私共とともに地域産業の発展に貢献していきましょう。

理 事 挨 拶 長町  亘洋
株式会社香川銀行
常務取締役

　本年より理事を拝命しました香川銀行の長町と申します。よろしくお願いします。
　新型コロナウイルスの感染防止のために厚生労働省が、人との接触を8割減らす「新しい生活様式」を推奨してい
ます。この新しい生活様式における「働き方の新しいスタイル」へ対応するため、非接触技術の開発や非対面による
Ｗｅｂ会議、情報共有ツールの活用によるテレワークが普及してまいりました。
　新型コロナウイルスという外部要因により、急な様式の変化を迫られた形となりましたが、今こうして対応できて
いるのも産業界による技術やノウハウの蓄積によるところが大きいと感じております。
　私ども地域金融機関が担っている役割は、「新しい生活様式」や「働き方の新しいスタイル」を含めた今後の生活
の根幹を支える地元産業界の方々をサポートすることだと考えております。
　本会の活動を通して地方の経済発展に寄与できるよう尽力して参る所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。

副 会 長 挨 拶 澤田  憲一
株式会社タダノ
取締役執行役員常務

　この度、副会長を拝命しました澤田でございます。よろしくお願い申し上げます。
　コロナ禍により、これまでの生活や働き方が一変するとともに、温暖化による気候変動がもたらす災害は拡大し、
カーボンニュートラルへの動きが世界的に加速しております。
　更には、AIやIoT、情報通信技術の活用により、様々なイノベーションの波が押し寄せ、私達は高速・複雑・極端に
変化する不安定な時代の中にいます。
　香川県はじめ四国4県は海・山・島など自然に恵まれた風光明媚・温暖な地域であり、農林水産業から工業・商業・
サービス業まで幅広い産業があります。これらの産業が生き残り、更なる発展と振興を遂げるためには、新しい技術
やサービスの開発・導入が不可欠であり、それらを実現する人材が必要となります。
　本振興会の活動を通じ、香川高等専門学校と地域産業界が密接に連携することで、先行きが不透明で不安定な時
代に新しい灯をともす「夢を持った若手人材・技術者」の確保と育成に繋がっていくことを心より願っております。

学 校 長 挨 拶 役 員 挨 拶
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変化する不安定な時代の中にいます。
　香川県はじめ四国4県は海・山・島など自然に恵まれた風光明媚・温暖な地域であり、農林水産業から工業・商業・
サービス業まで幅広い産業があります。これらの産業が生き残り、更なる発展と振興を遂げるためには、新しい技術
やサービスの開発・導入が不可欠であり、それらを実現する人材が必要となります。
　本振興会の活動を通じ、香川高等専門学校と地域産業界が密接に連携することで、先行きが不透明で不安定な時
代に新しい灯をともす「夢を持った若手人材・技術者」の確保と育成に繋がっていくことを心より願っております。

学 校 長 挨 拶 役 員 挨 拶
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総 会 報 告

◎第１２事業年度（2020年9月～ 2021年8月）事業報告について

日　時

次　第

令和３年９月１３日（月）　午後３時～３時４５分
　（Zoomによるオンライン開催）
１．開会の辞
２．会長挨拶　株式会社レクザム　取締役副社長生産本部長　住田　博幸
３．校長挨拶　香川高等専門学校長　田中　正夫
４．議　　事 （１）第１２事業年度事業報告について （２）第１２事業年度会計報告について
 （３）第１３事業年度事業計画について （４）第１３事業年度予算について
 （５）役員の選出について （６）その他
５．閉会の辞

◎第１２事業年度（2020年9月～ 2021年8月）会計報告について
【収入の部】

【会計監査報告】会計監査人  アオイ電子株式会社 代表取締役常務取締役　　木下　和洋
会計監査人  株式会社石垣 取締役執行役員開発部長　片山　雅義

【支出の部】
事　項

合　計

前期繰越金

会費収入

その他収入

2,615,605

0

23

2,615,628

収入額

（単位：円） （単位：円）

概　要 事　項

合　計

講演会等実施経費

技術者育成事業経費

共同研究等推進支援事業経費

就職説明会実施経費

運営経費

次期繰越金

講師謝金及び旅費

研修受講料他

振興会共同研究等支援事業

パンフレット作成費

HP管理費他

0

70,488

0

1,518

101,502

2,442,120

2,615,628

支出済額 概　要

産学連携による技術開発の推進、地域産業の発展に関すること。Ⅰ
（1）シーズ発表会等の案内及び開催　→　実績なし

技術に関する講演会、講習会、研修会などの開催及び情報誌の発行。Ⅱ
（1）講習会、研修会等の後援および案内   （2）イブニングセミナーの開催
（3）教職員の会員企業訪問見学会　→　実績なし （4）会報の発行　→　実績なし

技術分野での技術相談、情報交換に関すること。Ⅲ
（1）共同研究・受託研究・技術相談の件数（令和2年度）
（2）共同研究等推進支援事業による支援件数　→　実績なし

企業社員の研修等育成支援事業に関すること。Ⅳ
（1）会員企業への出前講座　→　実績なし

インターンシップ、共同教育に関すること。Ⅴ
（1）インターンシップの受入れ先（令和3年度）　（2）企業技術者による学生教育の実施　→　実績なし

企業説明会・見学会、卒業生による就職説明会に関すること。Ⅵ
（1）仕事研究セミナーへの参加

香川高専の教育・研究の充実、振興に関すること。Ⅶ
（1）サイエンスフェスタへの企業展示依頼　→　実績なし　（2）発明コンテストの補助
（3）香川県との連携による出前授業　　　　　　　　　　　（4）キャリア概論による講演　→　実績なし
（5）香川県大学等魅力づくり補助金事業による特別講義・地域企業説明会

その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。Ⅷ
（1）産業技術振興会ＨＰの更新地域イノベーションセンター長 向谷  光彦

香川高等専門学校
教授

　香川高専産業技術振興会会員の皆様には、香川高専内外で開催しております各種イベント、講座にご協力、ご参加
いただき、ありがとうございます。
　香川高専は現在３年生まで新しいカリキュラムが進んでおり、教職員ともに学生たちのために取り組んでおりま
す。そのコアとなる科目が、高松キャンパスではプレ研究、詫間キャンパスでは研究基礎になります。低学年から研
究に対するモチベーションを涵養し、高学年で特許やイノベーションに挑戦できればと、学生たちが頑張っておりま
す。新しい教育システムには、本会会員の皆様からの助言や課題のご提案が欠かせません。高専には、学生や専門
教員だけでなく、一般教育科の教員、技術職員など、幅広い人的ネットワークがあります。コロナ禍が続いております
が、各種イベントも再活動になり、これらの教職員、学生との交流を通じて、多面的な側面を知っていただければ幸い
です。事務局から配信されます各種イベントの予告、ＨＰトピックスなどの情報をご覧ください。
　会員におかれましては、香川高専の活動に関心を持っていただき、教職員・学生との接点として「地域イノベーショ
ンセンター」をご利用いただきますようお願いいたします。

幹 事 挨 拶 澤田　功
香川高等専門学校
副校長

　この度、幹事を拝命いたしました澤田でございます。
　前幹事である木原先生の職務を「ある思い」をもって引継ぎいでおります。
　元々の専門は「磁石はなぜ鉄にくっつくのだろう？」や「金属はなぜ電気を流すのだろう？」という理論物理学です。
　ものづくりとは距離のある世界に身を置いてきているのですが、ここ高松に赴任して、歯車に出会い興味を持つよ
うになりました。大きなものを動かすひとつ一つの歯車を近くで見たとき、好奇心が沸き立ったのです。1つの歯車
が回るためにはその前後の歯車との相性が合わないといけない。歯の形や大きさが違っても、相手の歯車に応じて
回っている。全ての歯車が相互に作用して助け合って初めて、大きなものが前へと進む。この振興会も１３０を超え
る会員の方がそれぞれ同じように動かしているのだと思っている次第です。
　今後ともご指導の程、よろしくお願いいたします。

理 事 挨 拶 長戸  正二
四国旅客鉄道株式会社
常務取締役　鉄道事業本部長

　この度、理事を拝命したＪＲ四国の長戸でございます。日頃より、皆様には大変お世話になっており、厚くお礼申し
上げます。
　さて、弊社は「安全の確保」を最重要課題とし、「お客様に『安心して』『喜んで』『末永く』ご利用していただく」を掲
げ、日々の業務を行っています。そのためには、安全に関する社員一人一人の知識と意欲を向上し、そのレベルを継
続することが重要な課題であると考え、安全文化の定着化に取り組んでいるところであります。
　また、鉄道事業の運営につきましては、公共交通のあるべき姿を描きながら、利用しやすいサービスの提供に努め
て参る所存です。
　本振興会の活動を通して、地域との連携を今以上に深め、協力体制を築き、活動を継続していくことが、四国全体
の発展につながると考えております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

役 員 挨 拶
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総 会 報 告

◎第１２事業年度（2020年9月～ 2021年8月）事業報告について

日　時

次　第

令和３年９月１３日（月）　午後３時～３時４５分
　（Zoomによるオンライン開催）
１．開会の辞
２．会長挨拶　株式会社レクザム　取締役副社長生産本部長　住田　博幸
３．校長挨拶　香川高等専門学校長　田中　正夫
４．議　　事 （１）第１２事業年度事業報告について （２）第１２事業年度会計報告について
 （３）第１３事業年度事業計画について （４）第１３事業年度予算について
 （５）役員の選出について （６）その他
５．閉会の辞

◎第１２事業年度（2020年9月～ 2021年8月）会計報告について
【収入の部】

【会計監査報告】会計監査人  アオイ電子株式会社 代表取締役常務取締役　　木下　和洋
会計監査人  株式会社石垣 取締役執行役員開発部長　片山　雅義

【支出の部】
事　項

合　計

前期繰越金

会費収入

その他収入

2,615,605

0
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2,615,628

収入額

（単位：円） （単位：円）

概　要 事　項
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講演会等実施経費

技術者育成事業経費

共同研究等推進支援事業経費
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研修受講料他

振興会共同研究等支援事業

パンフレット作成費

HP管理費他

0

70,488

0
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101,502

2,442,120

2,615,628

支出済額 概　要

産学連携による技術開発の推進、地域産業の発展に関すること。Ⅰ
（1）シーズ発表会等の案内及び開催　→　実績なし

技術に関する講演会、講習会、研修会などの開催及び情報誌の発行。Ⅱ
（1）講習会、研修会等の後援および案内   （2）イブニングセミナーの開催
（3）教職員の会員企業訪問見学会　→　実績なし （4）会報の発行　→　実績なし

技術分野での技術相談、情報交換に関すること。Ⅲ
（1）共同研究・受託研究・技術相談の件数（令和2年度）
（2）共同研究等推進支援事業による支援件数　→　実績なし

企業社員の研修等育成支援事業に関すること。Ⅳ
（1）会員企業への出前講座　→　実績なし

インターンシップ、共同教育に関すること。Ⅴ
（1）インターンシップの受入れ先（令和3年度）　（2）企業技術者による学生教育の実施　→　実績なし

企業説明会・見学会、卒業生による就職説明会に関すること。Ⅵ
（1）仕事研究セミナーへの参加

香川高専の教育・研究の充実、振興に関すること。Ⅶ
（1）サイエンスフェスタへの企業展示依頼　→　実績なし　（2）発明コンテストの補助
（3）香川県との連携による出前授業　　　　　　　　　　　（4）キャリア概論による講演　→　実績なし
（5）香川県大学等魅力づくり補助金事業による特別講義・地域企業説明会

その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。Ⅷ
（1）産業技術振興会ＨＰの更新地域イノベーションセンター長 向谷  光彦

香川高等専門学校
教授

　香川高専産業技術振興会会員の皆様には、香川高専内外で開催しております各種イベント、講座にご協力、ご参加
いただき、ありがとうございます。
　香川高専は現在３年生まで新しいカリキュラムが進んでおり、教職員ともに学生たちのために取り組んでおりま
す。そのコアとなる科目が、高松キャンパスではプレ研究、詫間キャンパスでは研究基礎になります。低学年から研
究に対するモチベーションを涵養し、高学年で特許やイノベーションに挑戦できればと、学生たちが頑張っておりま
す。新しい教育システムには、本会会員の皆様からの助言や課題のご提案が欠かせません。高専には、学生や専門
教員だけでなく、一般教育科の教員、技術職員など、幅広い人的ネットワークがあります。コロナ禍が続いております
が、各種イベントも再活動になり、これらの教職員、学生との交流を通じて、多面的な側面を知っていただければ幸い
です。事務局から配信されます各種イベントの予告、ＨＰトピックスなどの情報をご覧ください。
　会員におかれましては、香川高専の活動に関心を持っていただき、教職員・学生との接点として「地域イノベーショ
ンセンター」をご利用いただきますようお願いいたします。

幹 事 挨 拶 澤田　功
香川高等専門学校
副校長

　この度、幹事を拝命いたしました澤田でございます。
　前幹事である木原先生の職務を「ある思い」をもって引継ぎいでおります。
　元々の専門は「磁石はなぜ鉄にくっつくのだろう？」や「金属はなぜ電気を流すのだろう？」という理論物理学です。
　ものづくりとは距離のある世界に身を置いてきているのですが、ここ高松に赴任して、歯車に出会い興味を持つよ
うになりました。大きなものを動かすひとつ一つの歯車を近くで見たとき、好奇心が沸き立ったのです。1つの歯車
が回るためにはその前後の歯車との相性が合わないといけない。歯の形や大きさが違っても、相手の歯車に応じて
回っている。全ての歯車が相互に作用して助け合って初めて、大きなものが前へと進む。この振興会も１３０を超え
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四国旅客鉄道株式会社
常務取締役　鉄道事業本部長

　この度、理事を拝命したＪＲ四国の長戸でございます。日頃より、皆様には大変お世話になっており、厚くお礼申し
上げます。
　さて、弊社は「安全の確保」を最重要課題とし、「お客様に『安心して』『喜んで』『末永く』ご利用していただく」を掲
げ、日々の業務を行っています。そのためには、安全に関する社員一人一人の知識と意欲を向上し、そのレベルを継
続することが重要な課題であると考え、安全文化の定着化に取り組んでいるところであります。
　また、鉄道事業の運営につきましては、公共交通のあるべき姿を描きながら、利用しやすいサービスの提供に努め
て参る所存です。
　本振興会の活動を通して、地域との連携を今以上に深め、協力体制を築き、活動を継続していくことが、四国全体
の発展につながると考えております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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活 動 報 告

　令和3年3月26日（金）に香川高専高松キャンパス内の実物劣化教材
実習フィールドにて香川高専産業技術振興会会員企業を対象に見学会を
開催しました。下記の内容で実施しました。
【内　容】
14:30  香川高専内  建設環境工学科棟1階材料工学実験室  概要説明
14:45  実習フィールドに移動
14:45 ～15：20
　・実習フィールドの実構造物の紹介
　・非破壊検査（コンクリート中に埋め込まれた鉄筋の探査）のデモンス
トーレ－ション

◎実物劣化教材実習フィールド見学会について

◎Webシーズ発表会について
　香川高専産業技術振興会会員企業との共同研究等の活性化を目的とした香川高専教員によるシーズ発表
会を、今年度は令和３年９月１日（水）～９月２１日（火） Webにより開催しました。
　教員７名による共同研究実施事例とシーズ発表を行いました。
　会員企業より技術相談等の問い合わせもあり、大変有意義な発表会となりました。

◎講演会について
　令和３年９月１３日（月）に、総会の日程に併せてオンラインで講演会
を開催しました。
　講演会には、香川高専産業技術振興会の法人会員、個人会員及び香
川高専教職員が聴講し、国立研究開発法人産業技術総合研究所　四国
センター所長　原市聡氏による「オープンイノベーションと科学技術が
目指す未来」、と題した講演を頂きました。

【題目一覧】
学科名 職名・氏名 題　目

電気情報工学科 准教授　村上　幸一 木星電波観測を主ミッションとする2UサイズCubeSat「KOSEN-1」
衛星の開発と無線通信システム部の教材化に関する研究

機械工学科

建設環境工学科

建設環境工学科

電子システム工学科

電子システム工学科

建設環境工学科

講　師　木村　祐人

教　授　向谷　光彦

准教授　高橋　直己

教　授　三﨑　幸典

講　師　岩本　直也

教　授　多川　正

乱数を用いたトポロジー最適化の形状データ生成に関する研究

支持力や滑動抵抗力が不足した擁壁のローコスト補強機構の解明

サケ・マス類が利用可能な可搬魚道ユニットの開発

AI、IoT・ICTを使った交通整理システムの開発

ディープラーニングを用いた害鳥認識システム

傾斜土槽法による高アンモニア廃液浄化の基礎実験

◎第13事業年度（2021年9月～ 2022年8月）事業計画について

◎第13事業年度（2021年9月～ 2022年8月）予算案について

◎役員の交代について

副会長の交代についてⅠ

産学連携による技術開発の推進、地域産業の発展に関すること。Ⅰ
（１）シーズ発表会等の案内

技術に関する講演会、講習会、研修会などの開催及び情報誌の発行。Ⅱ
（１）講演会等の開催（1回） （２）講習会、研修会等の案内・補助 （３）イブニングセミナー開催
（４）研究交流会の案内 （５）教職員の会員企業訪問見学会 （６）会報の発行

技術分野での技術相談、情報交換に関すること。Ⅲ
（1）技術相談、共同研究、受託研究の促進　（2）共同研究等推進支援事業の支援

企業社員の研修等育成支援事業に関すること。Ⅳ
（１）会員企業への出前講座の実施

インターンシップ、共同教育に関すること。Ⅴ
（1）インターンシップへの支援　（２）企業技術者活用プログラム

企業説明会・見学会、卒業生による就職説明会に関すること。Ⅵ
（１）仕事研究セミナーの開催

香川高専の教育・研究の充実、振興に関すること。Ⅶ
（１）サイエンスフェスタへの企業展示依頼　（２）発明コンテストの補助

その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。Ⅷ
（１）振興会ＨＰの維持管理

【収入の部】

【第１２事業年度】
（旧）  株式会社タダノ 取締役執行役員常務  西　陽一朗　様
（新）  株式会社タダノ 取締役執行役員常務  澤田　憲一　様

理事の交代についてⅡ （旧）  株式会社香川銀行 常務取締役   山田　径男　様
（新）  株式会社香川銀行 常務取締役   有木　　浩　様

（旧）  川田工業株式会社四国工場 執行役員鋼構造事業部　四国工場長 辻　　　巧　様
（新）  川田工業株式会社四国工場 執行役員生産統括副部長 宮川　孝広　様

（旧）  四国電力株式会社 常務執行役員  山内　浩二　様
（新）  四国電力株式会社 常務執行役員  太田　正宏　様

（旧）  四国旅客鉄道株式会社 常務取締役鉄道事業本部長 松木　裕之　様
（新）  四国旅客鉄道株式会社 常務取締役鉄道事業本部長 長戸　正二　様

理事の交代についてⅠ
【第１３事業年度】

（旧）  株式会社香川銀行 常務取締役   有木　　浩　様
（新）  株式会社香川銀行 常務取締役   長町　亘洋　様

幹事の交代についてⅡ （旧）  香川高等専門学校 機械工学科　嘱託教授  木原　茂文　様
（新）  香川高等専門学校 副校長   澤田　　功　様

【支出の部】
事　項

合　計

前期繰越金

会費収入

その他収入

2,442,120

4,010,000

23

6,452,143

予算額 概　要 事　項

合　計

講演会等実施経費

技術者育成事業経費

共同研究等推進支援事業経費

就職説明会実施経費

運営経費

予備費

講師謝金及び旅費

研修受講料他

振興会共同研究等支援事業

会場設営費

会場借上料他

0

556,000

1,000,000

550,000

1,120,000

3,226,143

6,452,143

予算額 概　要
（単位：円） （単位：円）

総 会 報 告
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活 動 報 告
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香川高専の活動紹介

◎香川社会基盤メンテナンス推進協議会設立総会を開催しました

　令和3年7月30日（金）、香川社会基盤メンテナンス推進協議会の設立総会を開催しました。本協議会は、
産官学が連携して、地域における橋梁メンテナンスの現状共有および課題解決を推進することを目的に設立
されました。国や大学、香川県下自治体担当者、橋梁に関係する業界関係者など総勢38名に出席していただ
きました。
　総会では、本協議会の中核を担う香川高専社会基盤メンテナンス教育センター（iMec香川）の林センター
長から、協議会の設立趣旨やiMec香川の事業紹介が行われました。また、事前に8市9町の県内自治体から
ヒヤリングした橋梁点検の現状が紹介されるとともに、今後の協議会に期待することなどを幅広く意見交換し
ました。
　iMec香川では、来月に橋梁点検技術者向けの試行講座を計画しており、県内自治体から8名、民間団体か
ら2名の参加を予定しています。今後も、地域の橋梁メンテナンスをよりよいものにすべく、活動して参ります。

◎広域自治体等人工知能活用推進協議会総会で「高専AIプロジェクト」を立ち上げました

　令和３年4月9日（金）香川県の中西讃の4市3町で構成する広域自治体等人工知能活用推進協議会総会
が（一社）みとよAI社会推進機構:MAiZMで行われ、東京大学大学院松尾豊教授・MAiZMの協力を得て、参
画する12高専の研究室が連携し人工知能:AIを使用した社会実装により、地域課題解決を目指し「高専AIプ
ロジェクト」を立ち上げました。
　当日は参画する香川高専以外の11高専から9高専の研究室の指導教員に遠隔で参加して頂き、三﨑AI社
会実装教育研究本部長が趣旨説明を行いました。松尾教授から「高専同士での連携は少なかったがAIをハブ
にして連携することができ得意な分野を生かして新しいソリューションに繋げていくことができると思うので大
変期待している」とコメントして頂きました。
　今後香川高専・MAiZMが連携して開催しているAIに関する講座を無料配信するほか、参画する高専の研
究室も増やすことで活発な情報交換、連携研究を推進して行きたいと考えています。

※参画する研究室が所属する高専

釧路高専　　　　函館高専
一関高専　　　　東京高専
長岡高専　　　　沼津高専
鳥羽商船高専　　阿南高専
香川高専　　　北九州高専
佐世保高専　　　沖縄高専

◎イブニングセミナーの開催について
　振興会会員企業と香川高専教員の交流を深め産学連携を推進するために、「イブニングセミナー」を定期的
に開催しています。主に一般系、機械系、電気系、情報系、土木系、建設環境系に分け、話題提供者は、香川高
専教員だけでなく会員企業の経営者又は技術者の方にもご協力頂いています。開催状況は次のとおりです。
　お気軽にご参加頂く行事として今後も計画しますので、お時間の都合がつきましたら是非ご参加ください。

講師：香川県産業技術センター　福本 靖彦 氏
 香川高専  講師  吉岡 崇 氏
話題：香川県産業技術センターのロボット関連技術  －力覚、視覚、人工知能－
 産業用ロボットの振動抑制技術と力覚制御への応用

【講　師】
　社会基盤メンテナンス教育センター　林 和彦 センター長、
　入江 正樹 副センター長、長谷川 雄基 先生、松本 将之 先生、
　松山 哲也 氏、筑後 美佳 氏
　当日は11名と多数ご参加くださり、教材を前に熱心に意見交換がなさ
れました。今回参加できなかった希望者もいたことから、今後も社会基盤
メンテナンス教育センターと連携して見学会を開催することになりました。

第６４回／令和元年１１月２８日（木）　１８：００～１９：３０

講師：日本興業（株）  次長　亀山 剛史 氏
 長岡技術科学大学大学院  教授　大塚 悟 氏
話題：急速施工型コンクリート製車両用剛性防護柵  －ＲＳガードフェンス－の開発
 グラベル・パイルの液状化対策効果  －模型実験による検証－

第６５回／令和元年１２月１２日（木）　１３：５０～１６：００

講師：中京大学  経営学部  教授　川端 勇樹 氏
話題：地域産業の振興に向けた地域システムの構築およびマネジメント  －ドイツの各州における取組み－

第６６回／令和２年１月２４日（金）　１８：３０～２０：００

講師：長岡工業高等専門学校  准教授　山本 隆広 氏
 （株）チェリーコンサルタント  取締役　姜華 英 氏
 長岡技術科学大学大学院  教授　大塚 悟 氏
話題：洪水の危険性や水害のリスクを効率的に把握すること
 ①中国と日本の農業土木に関して　②H29年集中豪雨によるため池の被災状況
 軟弱地盤の広域地盤沈下に関する2つの話題  ・・（ⅰ）地震後地盤沈下と（ⅱ）地下水低下に伴う地盤沈下・・

第６７回／令和２年１１月２６日（木）　１３：５０～１６：００

講師：香川高専  教授  向谷 光彦 氏
 長岡工業高等専門学校  准教授　山本 隆広 氏
話題：高専研究ネットワークの活動について
 Ⓐ深層学習を用いた補助ダム運用のための気象レーダーの補正手法の開発
 Ⓑ気温減率の季節変動を考慮した融雪流出解析の高度化

第６８回／令和３年８月３０日（月）　１３：００～１５：１０

活 動 報 告
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講師：中京大学  経営学部  教授　川端 勇樹 氏
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第６８回／令和３年８月３０日（月）　１３：００～１５：１０

活 動 報 告
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◎特別講演会が開催されました

◎第１２回香川高専発明コンテストの表彰式について
　令和３年１１月１日（月）に香川高専高松キャンパスにおいて、第１２回発明コンテスト表彰式を実施しました。
発明コンテストは、技術者としての道を歩む柔軟な思考を持つ学生が、知的財産活動により得られた新規アイ
デアの権利主張を行う経験を通じて自ら学ぶことを目的として、毎年開催しています。
　今年度は１３件の応募があり、書面による審査が行われ、厳正な審
査の結果、５件７名が受賞となりました。
　表彰式では、最優秀賞（全国パテントコンテスト推薦賞）、優秀賞
（香川高等専門学校産業技術振興会長賞）、アイデア賞（地域イノ
ベーションセンター長賞）、奨励賞の各賞について、田中校長より表
彰状および記念品が授与されました。

　社会人対象の公開講座を実施しています。今年度については以下のとおりです。

日　付 講演者 演　題

令和元年

12月5日（木）

三井化学株式会社
常務執行役員研究開発本部長

福田　伸 氏
素材を創るメーカーだから描ける未来がある

令和3年

6月10日（木）

香川県警察本部
本部長

那須　修 氏
理系の基礎知識を用いた交通捜査

◎公開講座の実施について

日　付 講　師 講座名

令和3年

8月18日（水）
一般教育科

市川　研 氏 初心者のためのTOEIC入門

令和3年
9月2日（木）～9月3日（金）

一般教育科

佐藤 文敏 氏 500点を目指すTOEIC Listening対策

令和3年
9月25日（土）

機械電子工学科

徳永 秀和 氏 PyTorchによるDeep　Learning入門

◎技術講座の実施について

　香川高専では、かがわ産業支援財団（新かがわ中小企業応援ファンド）と共催で製造技術の高度化やＩＴ化の
進展に対応できる人材の育成を図ることを目的とし、企業の中核として活躍が期待される技術者等を対象とし
た各種技術講座を実施しています。
　最近の開催内容については以下のとおりです。

講師：NPO法人組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会（SESSAME）三浦 元 氏
日程：令和3年9月2日（木）～ 9月3日（金）
内容：１日目　プロジェクト管理とは、プロジェクトマネージメントの概要、
 　　　  プロジェクト計画立案・運用とリスク管理の概要、グループワーク
 ２日目　インスペクションのポイント、構成管理演習、実践！構成管理
 　　　  組込みソフトの品質管理、組込みソフトの品質管理（演習）

香川高専の活動紹介

第1回 【組込み技術セミナー（リーダーコース）】

講師：サイバネットシステム（株）喜多 雅子 氏、香川高専　德田 太郎 氏・高谷 英明 氏
日程：令和3年9月7日（火）～ 9月8日（水）
内容：1日目「有限要素法解析入門」（実習）
 2日目「ANSYS Mechanicalの最新機能と最適化解析の基礎」（講演会・オンライン）

第2回 【有限要素法解析入門】

講師：一般財団法人地域地盤環境研究所　本郷 隆夫 氏・平野 浩一 氏、久保 慶徳 氏
 香川高専　向谷 光彦 氏・荒牧 憲隆 氏・岡崎 芳行 氏
日程：令和3年9月17日（金）
内容：１．土の強度定数ｃとφと最近の話題
 ２．土の強度定数の決め方とその他の定数関連
 ３．高精度な一面せん断試験装置の紹介
 ４．三軸・一面せん断試験の実践と実務の課題

第3回 【インフラメンテナンス講習会「①三軸・一面せん断試験による土の強度定数決定法」コース】

講師：（株）ナイバ　菅 秀哉 氏　四国ESDセンター事務局長　宇賀神 幸恵 氏
 （株）ちよだ製作所　尾嵜 哲夫 氏
 香川高専　向谷 光彦 氏・荒牧 憲隆 氏・岡崎 芳行 氏
日程：令和3年11月29日（月）
内容：１．標準貫入試験による原位置強度の推定
 ２．身近な環境問題とSDGs
 ３．メタン発酵プラント設備の概要
 ４．プラントの施設見学、総合討論

第4回 【インフラメンテナンス講習会「②原位置の地盤強度と地域の環境」コース】
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会則及び会費に関する細則

香川高等専門学校産業技術振興会会費に関する細則

（役員会）
第１１条　役員会は、第５条に定める役員をもって構成し必要に応じて会長が招集する。
２　会長は、役員会の議長となる。
３　役員会において審議する事項は、次のとおりとする。
（1） 本会の事業、会計及び運営に関すること。
（2） その他会務遂行上必要と認められること。
４　役員会は年度末に会務ならびに会計報告を作り、総会で会員の承認を受けなければならない。
（経費）
第１２条　本会の運営経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
（事業年度）
第１３条　本会の事業年度は、毎年９月１日に始まり、翌年の８月３１日に終わる。
（事務局）
第１４条　本会は、香川高専地域イノベーションセンター内に事務局を置く。
（その他）
第１５条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員会においてこれを定める。

　　　附　則
１　この会則は、平成２１年８月２８日から施行する。
２　この会則施行後において最初に選任される役員の任期は、会則第８条第１項の規定にかかわらず、平成２３年
８月３１日までとする。
３　この会則施行後の最初の事業年度は、会則第１３条の規定にかかわらず、平成２１年８月２８日から平成２２年
８月３１日までとする。

　　　附　則
　この会則は、平成２１年１０月１日から施行する。

（目的）
第１条　この細則は、香川高等専門学校産業技術振興会の会費に関し、必要な事項を定める。
（会費の額）
第2条　会費は年会費とし、次の各号のとおりとする。
（1）　法人会員　３万円
（2）　個人会員　１万円
（3）　特別会員　免除する。
（納入時期等）
第3条　前条に定める会費の納入は、入会時及び毎年度（入会年度を除く。）９月末日までに納入するものとする。
２　納入された会費は、原則として返還しない。

　　　附　則
　この細則は、平成２１年８月２８日から施行する。

　　　附　則
　この細則は、平成２１年１０月１日から施行する。

香川高等専門学校産業技術振興会会則

（名称）
第１条　本会は、香川高等専門学校産業技術振興会と称する。
（目的）
第２条　本会は、地域産業界と香川高等専門学校（以下「香川高専」という。）との連携を深め、香川高専が有する
人・知・物的資源を活用し、技術交流や情報交換等各種事業を通し、地域産業の発展を図るとともに、香川高専
の教育研究の振興に寄与することを目的とする。

（事業）
第３条　本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（1） 産学連携による技術開発の推進、地域産業の発展に関すること。
（2） 技術に関する講演会、講習会、研修会などの開催及び情報誌の発行。
（3） 技術分野での技術相談、情報交換に関すること。
（4） 企業社員の研修等育成支援事業に関すること。
（5） インターンシップ、共同教育に関すること。
（6） 企業説明会・見学会、卒業生による就職説明会に関すること。
（7） 香川高専の教育・研究の充実、振興に関すること。
（8） その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。
（会員）
第４条　本会は、本会設立の趣旨に賛同する次の会員をもって組織する。
（1） 法人会員　国内外の企業及び団体法人
（2） 個人会員　本会の趣旨に賛同する香川高専卒業生等
（3） 特別会員　大学、官公署、商工会議所等の公的機関、香川高専教職員
（役員）
第５条　本会に、次の役員を置く。
（1） 会　長　１名
（2） 副会長　２名
（3） 理　事　若干名
（4） 幹　事　２名
（役員の選出）
第６条　役員は、総会において会員のうちから選出する。
（役員の任務）
第７条　会長は、本会を代表し本会の業務を総括する。
２　副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
３　理事は、本会運営に関する事項を処理する。
４　幹事は、会長を助けて会務を処理する。
（役員の任期）
第８条　役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。
２　役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間と
する。
（会議）
第９条　会議は、総会及び役員会とする。
（総会）
第10条　総会は、会員をもって構成し毎年１回開催する。
２　会長は、総会の議長となる。
３　総会において審議する事項は、次のとおりとする。
（1） 運営の基本方針に関すること。
（2） 事業計画並びに予算・決算に関すること。
（3） 役員の選出に関すること。
（4） 会則の改正に関すること。
（5） その他本会の目的達成に関すること。
４　総会は法人会員及び個人会員の過半数の出席（委任状を含む。）をもって成立し、議事は出席者（特別会員を
除く。）の過半数の同意を以て議決する。
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会則及び会費に関する細則

香川高等専門学校産業技術振興会会費に関する細則

（役員会）
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（1） 運営の基本方針に関すること。
（2） 事業計画並びに予算・決算に関すること。
（3） 役員の選出に関すること。
（4） 会則の改正に関すること。
（5） その他本会の目的達成に関すること。
４　総会は法人会員及び個人会員の過半数の出席（委任状を含む。）をもって成立し、議事は出席者（特別会員を
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法人会員

個人会員

特別会員

四国化工建設（株）
（株）四国総合研究所
（株）四国電子計算センター
四国電力（株）
四国旅客鉄道（株）
（株）システムデザイン
四変テック（株）
島産業（株）
（株）ジャスト西日本
伸興電線（株）
住友大阪セメント（株）　四国支店
セキ（株）
セッツカートン（株）
（株）セリックス
（株）総合開発
第一衛材（株）
大成建設（株）　四国支店
大豊産業（株）
（株）タカハタ
高松産業（株）
高松帝酸（株）
（株）タグチアシスト
（株）竹中土木　四国支店
（株）タダノ
（株）タダノエンジニアリング
（株）タダノシステムズ
タチバナ工業（株）
（株）ダックス
田村ボーリング（株）
（株）チェリーコンサルタント
（株）地圏総合コンサルタント
中央開発（株）　四国支店
（株）中部コンサルタント
（株）ちよだ製作所
筒井鉄工（株）
テクノ・サクセス（株）
東亞合成（株）　坂出工場
東京ガスパイプネットワーク（株）
東京水道（株）
（株）トーコー
東洋建設（株）　四国支店
（株）東洋製作所
東洋炭素（株）
（株）ナイバ
（株）長峰製作所
南海プライウッド（株）
（株）南條工作所
西尾レントオール（株）　四国営業部
（株）日建技術コンサルタント　四国支社
日清オイリオグループ（株）
（株）日進機械

日東河川工業（株）
日東電工（株）
（株）NIPPO　四国支店
日本基礎技術（株）
日本工営（株）　四国支店
日本興業（株）
日本国土開発（株）　四国営業所
長谷川体育施設（株）
（株）パブリック
（株）パル技研
（株）ビットコミュニケーションズ
（株）百十四銀行
（株）ヒューテック
（株）ヒロエンジニアリング
（株）ファイトロニクス
富士船舶装備（株）
（株）藤田商店
（株）FUJIDAN
（株）フソウ
（株）プレックス
（株）ベネアス
ポリテック香川（株）
（株）マオカ設計
（株）マキタ
（有）正木鉄工所
（株）増田地質工業
松内建設（株）
丸重商事（株）
（株）三井E＆Sマシナリー
三菱電機エンジニアリング（株）　丸亀事業所
三村鉄工（株）
（株）村上組
（株）村上製作所
（株）森川ゲージ製作所
山城金属（株）
（株）大和製作所
（株）四航コンサルタント
（株）四電技術コンサルタント
ライト工業（株）　四国営業所
（株）レクザム
（株）ワイイーエス
（株）ワイジーテック

関　　丈夫
中野　典之
細川　敏弘
三谷　朋幹
山内　守

（公財）かがわ産業支援財団

令和3年10月1日現在

令和3年12月1日現在

役員名簿・会員名簿

役 員 名 簿

会 員 名 簿 （50音順）

法人会員

企 業 等 名

株式会社レクザム

株式会社タダノ

株式会社百十四銀行

アオイ電子株式会社

株式会社石垣

株式会社香川銀行

鹿島建設株式会社

川田工業株式会社四国工場

株式会社四国総合研究所

四国電力株式会社

四国旅客鉄道株式会社

三和電業株式会社

香川高等専門学校

取締役副社長 生産本部長

取締役執行役員常務

取締役常務執行役員

代表取締役常務取締役

代表取締役社長

常務取締役

常務執行役員 四国支店長

執行役員 生産統括副部長

代表取締役社長

常務執行役員

常務取締役 鉄道事業本部長

代表取締役会長

副校長

住田　博幸

澤田　憲一

藤村　晶彦

木下　和洋

石垣　真

長町　亘洋

吉田　英信

宮川　孝広

松本　真治

太田　正宏

長戸　正二

山地　真人

澤田　功

会　長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

幹　事

幹　事

職 ・ 氏 名 役 職

葵機工（株）
アオイ電子（株）
（株）赤松商店
朝日スチール工業（株）
（株）朝日段ボール
ADAPTEX（株）
（株）石垣
泉鋼業（株）
（株）今井鉄工所
（株）ウズマキ
（株）エイト日本技術開発
（株）OA.システムシャープ
（株）大矢根利器製作所
オリエンタルモーター（株）  高松国分寺事業所
（株）香川銀行
香川シームレス（株）
鹿島建設（株）
カトーレック（株）
（株）川上板金工業所
川崎地質（株）　四国支店
川田工業（株）　四国工場

木下製粉（株）
（株）桐井製作所
錦城護謨（株）
（株）クシベウィンテック
建装工業（株）
小出鋼管（株）
（株）香西鉄工所
（株）鴻池組
（株）五星
（株）コヤマ・システム
坂出機工（株）
（株）サカコー
（株）サムソン
三協エンジニアリング（株）
讃光工業（株）
三和エレクトロニクス（株）
三和電業（株）
（株）シアテック
（株）シーマイクロ
（株）ジェイアール四国コミュニケーションウェア
（株）重藤組
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木下　和洋

石垣　真

長町　亘洋

吉田　英信

宮川　孝広

松本　真治

太田　正宏

長戸　正二

山地　真人

澤田　功

会　長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

幹　事

幹　事

職 ・ 氏 名 役 職

葵機工（株）
アオイ電子（株）
（株）赤松商店
朝日スチール工業（株）
（株）朝日段ボール
ADAPTEX（株）
（株）石垣
泉鋼業（株）
（株）今井鉄工所
（株）ウズマキ
（株）エイト日本技術開発
（株）OA.システムシャープ
（株）大矢根利器製作所
オリエンタルモーター（株）  高松国分寺事業所
（株）香川銀行
香川シームレス（株）
鹿島建設（株）
カトーレック（株）
（株）川上板金工業所
川崎地質（株）　四国支店
川田工業（株）　四国工場

木下製粉（株）
（株）桐井製作所
錦城護謨（株）
（株）クシベウィンテック
建装工業（株）
小出鋼管（株）
（株）香西鉄工所
（株）鴻池組
（株）五星
（株）コヤマ・システム
坂出機工（株）
（株）サカコー
（株）サムソン
三協エンジニアリング（株）
讃光工業（株）
三和エレクトロニクス（株）
三和電業（株）
（株）シアテック
（株）シーマイクロ
（株）ジェイアール四国コミュニケーションウェア
（株）重藤組



香川高等専門学校 産業技術振興会

学校長挨拶

香川高等専門学校産業技術振興会

TEL：087-869-3865・3818
FAX：087-869-3819

〒761-8058 香川県高松市勅使町355
香川高専総務課 研究協力係

E-mail:kenkyu@t.kagawa-nct.ac.jp
https://www.aip-kagawa-kosen.org/

　第12事業年度は会報の発行を見送り、今回２年ぶりの
発行となりました。
　マスク着用を始めとする「新しい生活様式」は最初は戸
惑いました。
　本会の役員会・総会は初めてリモート会議となりました。
そしてなかなか明けないコロナ禍にも慣れてしまった感が
あります。
　会報及び産業技術振興会に対するご意見、ご希望等がご
ざいましたら、お気軽にお寄せください。
　今後ともよろしくお願いいたします。

編
集
後
記

　令和３年９月１３日（月）、香川高専会議室にて、香川高等専門
学校産業技術振興会役員会及び総会を開催しました。新型コロ
ナウイルス感染症対策のためオンラインにて実施しました。
　総会では、会員企業他４２名が参加し、住田博幸会長（株式会
社レクザム取締役副社長生産本部長）及び田中校長の挨拶の
後、第１２事業年度の事業報告・会計報告及び第１３事業年度の
事業計画・予算が審議され、承認を得ました。

香川高専産業技術振興会役員会
及び総会を開催しました
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Topics

事務局からのお知らせ

産業技術振興会主催　香川高専生のための仕事研究セミナー1
　香川高専学生が就職先を選択するうえにおいて、企業の採用担当者の方と接し、産業技術振興会加盟企業
の会社概要及び採用状況などについて情報収集の場を設けることを目的とし、今年度についてもセミナーを
実施しますのでお知らせします。詳細のご案内はメールにより送付しておりますので、ご確認ください。
　現時点では、対面での開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合
がございます。（対面での開催可否については、 1月中旬頃決定予定です）その場合、パンフレットを作成し学
生への配布を以って代替とさせていただきますので、ご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

開催日時

会　　場

参 加 費

令和4年2月22日（火）9:00 ～ 12:00
香川高専高松キャンパス第１体育館
無料

公開講座予定2
日　程 ： 令和４年２月下旬頃
講座名 ： 令和３年度脳波でロボットを制御する技術セミナー
講　師 ： 電子システム工学科　大西 章也 氏　（注）一般の方はオンライン参加のみ

技術講座予定3
日　程 ： 令和４年1月20日（木）予定
講座名 ： （仮）インフラメンテナンス講習会「③土中水の透水性の決め方」コース
講　師 ： （株）四電技術コンサルタント　熊野 一美 氏、古河 修三 氏、久保 慶徳 氏
　　　　香川高専　向谷 光彦 氏・荒牧 憲隆 氏・岡崎 芳行 氏

【訃報】
　本会　役員理事　川田工業株式会社四国工場　執行役員生産統括副部長　宮川 孝広 様が
令和３年１０月にご逝去されました。
　謹んでお知らせ申し上げますと共に、ご冥福をお祈り申し上げます。


