
 
FB 技術研究会 会員各位                      	 	 	 	 	 	 	 	   平成 22年 10月吉日  
 
         ＦＢ技術研究会 第 5回 F B 技術セミナーと工場見学会のご案内  
                                           
                                             	 	 	 	 	 	 	 	 	  FB 技術研究会会長 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 村川正夫  
 
拝啓 	 厳しい経済状況が続いていますがお変わりなくお過ごしのことと存じます。  
平素は、FB 技術研究会の活動にお力添えを頂きまして感謝を申し上げます。 
さて平成 21年度(H21.11～22.10)の行事（標記第 5回セミナー）を下記により実施いたします。 
ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。	 (すでにお申し込みの方はご容赦下さい。)	  
なお、この行事は非会員の方も参加を歓迎いたしますので念のため。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 敬具	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 記 
 
・日 時：平成 2 2 年 1 0月 2 8 日（木）1 3 ： ３ 0～1 ８：３０ 
 
・場 所： 昭和精工株式会社 
	 	 	 	 	 （〒２３６‐０００４	 横浜市金沢区福浦１‐４‐２） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	  
・ 交通： ＪＲ根岸線新杉田駅から金沢シーサイドライン１１分「産業振興センター」駅下車

１分 
	 	 	 	  
・テーマ： 「時代の変化に対応したＦＢ技術の世界動向」 
 
・ プログラム 
	 	 	 	    司会    	 	 	 	 	   井戸	 潔  君  
 
１.開会の挨拶  
	 	 	 	    FB技術研究会会長 	 村川 正夫 君  
 
2 .技術セミナー  

①13：30~14：00	  「昭和精工における金型製造の歴史と研究開発」    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 昭和精工㈱	 	 代表取締役副社長	 	 	 木田	 成人 

	       
        ②14：00~14：30   「昭和精工における厚板精密せん断技術開発への取り組み事例   

	 昭和精工㈱	 生産部システム課課長	 	 海老澤	 紀道	 	     
         



③14：30~15：00   「ヨーロッパの FB動向 」 
	 	 	 	 	 	 	 	       スイス	 シース社社長	 	 	 フィリップ	 シース氏	 	 	 	 	 	 	 	 	  
             休憩	 （15：00～15：30） 
	        
        ④15：45~16：45   工場見学&質疑応答 
 
3.名刺交換会： 17:00~18:30  

<缶ビールとおつまみ､費用は一人 1,000円当日受付にて徴収> 
 

 定 員   ： 40 名（定員に成り次第締め切らせて頂きます。）  
 
 参加費  ：(a)  FB 技術研究会会員 無料  
           (b)  非会員 ￥6,000円  
 
 申込方法 ：「第 5回技術セミナー申込み」と題記し、  
          	 	  ( 1 )氏名，  
          	 	  ( 2 )勤め先・所属，  
          	 	  ( 3 )会員種別	 （個人・賛助会員・一般) 
          	 	  ( 4 ) 通信先（所在地，電話番号，F A X番号, E-mail ）， 
          	 	     を 1 0月 25日( 月)までに E-mailにて <fbcenter@mstu.nit.ac.jp > にお

申し込みください。  
                	 自家用車でご来場の方は事前にお知らせ下さい。  
                	 セミナー参加費及び名刺交換会参加費は当日受付でお支払い下さい。 
	 	 	 	 	 	 	  (５)名刺交換会出席予定の方はその旨(出欠)をお知らせ下さい。 
追伸）同業者は工場見学の部はおことわりすることがあります。予めご了承ください。  
                                                                                          	 

敬具 
 
 
 


