
平成 24 年度 決算報告
収　入収　入収　入

費目 予算 実績
前期繰越金 327,164 327,164
会費 780,000 840,000
利息 500 101
その他 0 0
　
　
　
　
　
　
合計 1,107,664 1,167,265

支　出支　出支　出
費目 予算 実績

通信費 50,000 26,690
図書費 70,000 66,553
会員名簿費 90,000 81,900
会合費 100,000 102,550
旅費 80,000 80,000
謝礼 20,000 10,000
事務委託費 200,000 200,000
事業積立金 200,000 200,000
雑費 20,000 24,586
次期繰越金 277,664 374,986
合計 1,107,664 1,167,265

平成 25 年度 予算案
収　入収　入 支　出支　出

費目 予算 費目 予算
前期繰越金 374,986 通信費 30,000
会費 790,000 図書費 70,000
記念事業積立金 900,000 会員名簿費 90,000
利息 100 会合費 180,000
その他 0 旅費 80,000

謝礼 20,000
事務委託費 200,000
記念事業費 1,000,000
雑費 20,000
予備費 375,086

合計 2,065,086 合計 2,065,086

近畿歯車懇話会

平成 25 年 2 月 27 日

上記の通り相違ありません

会計幹事　（株）カシフジ　　森 　 茂 樹　㊞



（総会資料）近畿歯車懇話会 平成２４年度事業報告 
 

年月日 回数 
事  業 

（開催場所、担当幹事）
講演内容 人数 備 考 

      

平成２４年 

2／27 
684 

東亜製砥工業株式会社 

（兵庫県神戸市） 

担当幹事：ツバキエマソン 

『研削砥石の基礎知識について』 

製造部開発技術課長 今中 洋介 氏 22名 工場見学 

3／9 685 

京都大学 

（京都府京都市左京区） 

担当幹事：京都大、同志社大

京都工繊大 

『工作機械の運動計測と制御』 

京都大学大学院工学研究科 教授 松原 厚 氏 

『計測精度保証の取り組み～ナノ精度をめざして』 

京都大学大学院工学研究科 准教授 小森 雅晴氏 

24名 （第63期総会）

     

5／30 686 

住友精密工業株式会社 

（兵庫県尼崎市） 

担当幹事：（地独）産技研 

『航空機用降着装置の役割と課題』 

創事業研究部 主幹技師  高橋 教雄氏 23名 工場見学 

6／21 687 

株式会社 オージック 

（大阪府東大阪市） 

担当幹事：オージック 

『最新の歯車加工技術（パワースカイビング』 

日本クリンゲルンベルグ株式会社  

アプリケーション・エンジニア 柳原 秀章氏 
38名 工場見学 

     

8／23 688 

㈱松田精機 久代工場 

（兵庫県川西市） 

担当幹事：神崎高級工機 

『超仕上盤『スーパーフィニッシャー』の開発について』 

㈱ 松田精機 精機部 森工場長 19名 工場見学 

9／7 689 

株式会社ユーテック 五條工場

（奈良県五條市） 

担当幹事：セイサ 

『給油装置設計ポイント』 

 技術部長 疋田 直秀 氏 11名 工場見学 

9／26 690 

三菱重工業株式会社 

工作機械事業部 

（滋賀県栗東市） 

担当幹事：三菱重工業 

『三菱重工の歯形研削盤ZE24/40及びZI20A、 

加工事例紹介』 

技術部 歯車機械設計課 

主席チーム統括 一幡 浩久 氏 

11名
ショウルーム 

工場見学 

10／26 691 

株式会社 浅野歯車工作所 

（大阪府狭山市） 

担当幹事：浅野歯車工作所 

『バニッシュギアによるフレージングバリ除去機構』 

生産技術部 大畠 匤博氏 20名 工場見学 

11／30 692 

帝国チャック株式会社 

（大阪府八尾市） 

担当幹事：ダイハツ 

『デザインパワーチャックのチャッキング事例紹介』 

帝国チャック㈱ 技術部 部長 中山 要裕氏 16名 工場見学 

12／19 693 

三菱マテリアル㈱ 

明石製作所（兵庫県明石市） 

担当幹事：三菱マテリアル 

『シェービング加工におけるトラブルと最新対策技術』 

精密工具センター  

精密工具開発設計グループ 木場 将之 氏 

『三菱マテリアルの最新旋削加工用材料とチップ 

ブレーカ』（旋削加工部品の焼き入れ前および 

焼入れ後の推奨工具例） 

 販売企画部 大川 昌之 氏 

20名 工場見学 



（総会資料）近畿歯車懇話会 平成２５年度事業計画 
（幹事会用資料） 

平成 24 年 12 月 11 日 

年月日 回数 担当幹事  備 考（開催場所など） 

２０１３年 

１ 
694 株式会社 カシフジ 1/25（金）株式会社 カシフジ様にて 

２  695 大阪精密機械株式会社 2/22（金）大阪精密機械株式会社様にて 

３ 696 同志社大学（京都大学、京都工芸繊維大学） 3/19（火）同志社大学様にて （第64期総会）※ 

４ ― ― ― 

５ 697 株式会社 浅野歯車工作所  

６ 698 ㈱オージック  

７ ― ― ― 

８ 699 株式会社 神崎高級工機製作所  

９ 700 （地独）大阪府立産業技術総合研究所 
9/3（火） 開催予定 終了後 記念パーティー 

スイスホテル南海大阪 

１０ 701 株式会社 セイサ  

１１ 702 ダイハツ工業株式会社  

１２ 703 三菱マテリアル  

２０１４年 

１ 
704 三菱重工業㈱  

２ 705 株式会社 ツバキエマソン  

３ 706 京都工芸繊維大学  （第65期総会）※ 



H25 年度近畿歯車懇話会会員名簿作成について 

 
近畿歯車懇話会会員各位 

 
平素は当近畿歯車懇話会の運営にご協力いただき御礼申し上げます． 

平成 24 年度の会員名簿を作成いたします（５月発行予定）ので、以下の情報を５月１０日（金）まで

に，下記事務方宛ご回答下さい。なお、今後研究会の案内等、極力メールで行おうと考えていますの

で、e-mail でご回答いただきますようお願い申し上げます。 
１．学校名，団体名，会社名等：  

２．連絡者氏名：  

３．変更無し：○/× → ８ へお進みください 

  一部変更：○/× → 変更箇所のみ選択して記入後 ８ へお進みくださ 

  大幅変更：○/× → 以下もすべてご記入ください． 

４．電話番号，ＦＡＸ 

５．郵便番号，所在地，道順 

６．担当者 

 (i) 連絡者 

   所属，職名，氏名，e-mail 

 (ii) 連絡者以外 (省略可) 

   所属，職名，氏名 (，e-mail; 省略可) 

７．備考，営業品目 

８．当会ＨＰ公開名簿への御社の記載：可/不可 

９．当会ＨＰから御社ＨＰへのリンク：可/不可 

  リンク先 URL：  (可の場合のみ) 

なお、期日迄にご連絡のない場合は前年度または最新の変更内容(当方受信分)にて作成させていただきますので 

ご了承ください．また，名簿完成後の変更 (下記事務方まで e-mail でお知らせいただくか当会ＨＰ完成後の 

変更できます。宜しくお願いいたします。） 

********************************************* 

 柳本 香（KGES 事務方） 

 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 機械システム工学部門 

 京都市左京区松ヶ崎御所海道町 〒606-8585 

 TEL.075-724-7374    FAX.075-724-7300 

 E-mail: k-yanagi@pml.mech.kit.ac.jp 

 URL: http://nonus.pml.mech.kit.ac.jp/kinki/ 

********************************************* 
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