
近畿歯車懇話会 第７６２回研究会 御案内

日時：令和元年１１月２２日(金) １４時００分より 

場所：株式会社 浅野歯車工作所 

大阪狭山市東池尻４丁目１４０２－１ 

ＴＥＬ（０７２）３６５－３０５６ 

道順：南海高野線 狭山駅下車徒歩８分 

難波より急行に乗り北野田駅にて 

各駅停車に乗換え（区間急行は直通） 

狭山駅まで２５分（案内図参照） 

次第：１４：００～１４：０５ 開会のあいさつ 

１４：０５～１４：２０ 会社概況説明     執行役員  江指 哲也 氏 

１４：２０～１４：５０ 講演 「デフアッシ開発の取組み」 

<講演者> 生産技術部 生産技術課 課長   斉藤 広嗣 氏

１４：５０～１５：００ 質疑応答 

１５：００～１５：１０ 休憩 

１５：１０～１５：５０ 工場見学 

１５：５０～１６：００ 質疑応答 

１６：００～１６：１０  会務報告、閉会の挨拶、散会の予定 

備考：(1)駐車場の都合でお車でのご来場はご遠慮ください。 

(2)本研究会参加ご希望の会員は、会社名・氏名・所属・役職名および 

ＴＥＬ・ＦＡＸ番号ご記入のうえ、ＦＡＸ、e-mail またはハガキで 

１１月１５日（金）必着にて下記までお申し込みください。 

〒589－0004 大阪府大阪狭山市東池尻４丁目１４０２－１ 

株式会社 浅野歯車工作所 

生産技術部 生産技術課  岩本 安広 

ＴＥＬ．（０７２）３６５－３０５６ 

ＦＡＸ．（０７２）３６５－０８１３ 

e-mail :  iwamoto_yasuhiro@asanogear.co.jp 
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会   告 
 

近畿歯車懇話会 758回研究会 記録 

 

日 時：令和元年 7月 19日（金）午後 1時 30分より 

場 所：サンドビック株式会社  

    〒465-0025 名古屋市名東区上社 1丁目 1801 

    ℡ (052) 778-1001 

次 第：13:00〜13:30 受付 

    13:30〜13:35 開催の挨拶 

    13:35～13:50 御挨拶・会社概要御説明 

           サンドビック株式会社 コロマントカンパニー 専務執行役員 

           カンパニーバイスプレジデント 西日本営業統括本部長 山本雅広 氏 

    13:50～14:40 御講演 

           『複合加工機を活用した最新歯車加工方法及びサンドビック歯切り工具の紹介』 

           サンドビック株式会社 技術／製品開発部 井原明彦 氏 

    14:40～14:50 休憩 

    14:50～15:30 加工実演見学 

           『複合加工機を活用した最新歯切り加工実演』 

    15:30～15:40 休憩 

    15:40～16:10 御講演 

           『サンドビックのデジタルマニュファクチャリング』 

           サンドビック株式会社 デジタル加工製品担当 河田洋一 氏 

    16:10～16:30 質疑応答・閉会の御挨拶・散会 

 

 

近畿歯車懇話会 759回研究会 記録 

 

日 時：令和元年 8月 30日（金）午後 1時より 

場 所：株式会社トクピ製作所 

    〒581-0854 大阪府八尾市大竹 3丁目 167 

    ℡ (072) 941-2288 

次 第：13:00〜13:10 開会挨拶 

           株式会社神崎高級工機製作所 秋葉智仁 氏 

    13:10〜13:20 トクピ製作所 挨拶・開発秘話 

           代表取締役社長 森合主税 氏 

    13:20〜14:20 トクピ製作所 講演 

           「超高圧クーラントシステムの開発から加工の実際まで」 

           生産技術部 課長 森合勇介氏 

    14:20〜14:30 休憩 

    14:30〜16:00 工場見学，加工実演 

    16:00〜16:20 質疑応答 

    16:20〜16:30 会務報告，閉会挨拶 

 

  



 

近畿歯車懇話会 760回研究会 記録 

 

日 時：令和元年 9月 27日（金）午後 1時 15分より 

場 所：大和歯車製作株式会社 和歌山工場 

    〒649-1311 和歌山県日高郡日高川町大字平川字長田 84-9 

    ℡ (0738) 52-0109 

次 第：13:00〜13:15 受付 

    13:15〜13:25 開催の挨拶 

    13:25～13:55 ご挨拶・会社概要説明 

           大和歯車製作株式会社 代表取締役社長 津井克巳 氏 

    13:55～14:00 休憩 

    14:00～14:45 工場見学 

    14:45～15:35 特別講演 

           「異種金属を用いた東面圧時温度評価手法に関する研究」 

           近畿大学 東崎康嘉 氏 

    15:35～16:00 質疑応答・閉会のご挨拶，散会 

 

 

近畿歯車懇話会 761回研究会（70周年記念講演会） 記録 

 

日 時：令和元年 10月 11日（金）午後 1時 30分より 

場 所：ホテルグランヴィア大阪 20F 「鶴寿」 

    〒530-0001 大阪市北区梅田 3丁目 1番 1号 

    ℡ (06) 6344-1235 

次 第：13:00〜13:30 受付 

    13:30〜13:35 幹事代表挨拶 

           京都大学 小森雅晴 常任幹事 

    13:35〜15:55 技術講演「歯車技術の現状、今後の課題、展望」 

           （自動車分野） 

           トヨタ自動車株式会社 パワートレーンカンパニー 

           第 3駆動・EHV設計部 基盤技術室 機素潤滑Gr グループ長 松本健 氏 

           （航空機分野） 

           川崎重工業株式会社 

           航空宇宙システムカンパニー フェロー 五井龍彦 氏 

           （ロボット分野） 

           三菱電機株式会社 

           先端技術総合研究所 グループマネージャー 前川清石 氏 

           （釣具、自転車分野） 

           株式会社シマノ 

           釣具事業部 開発設計部 専門課長 井上徹夫 氏 

           バイシクルコンポーネント事業部 商品開発部 係長 山本貴士 氏 

    15:55〜16:10 休憩 

    16:10〜17:10 特別講演 

           「未来を考える力」 

           元 日本精工株式会社 

           取締役代表執行役副社長・技術開発本部長，特別顧問，顧問 町田尚 氏 

    17:10〜17:30 集合写真撮影，移動 

    17:30〜19:30 懇親会 



会員名簿変更のお知らせ  

平成 31年度近畿歯車懇話会名簿の訂正をお願いいたします． 

7ページNo.2 ㈱浅野歯車工作所 担当者名 

第一製造部担当 

理事  前野 秀夫 

maeno@asanogear.co.jp 

 

生産技術部 生産技術課 

係長 ・岩本 安広 

iwamoto_yasuhiro@asanogear.co.jp 

→ 

生産技術部生産技術課 

係長 ・細川 達也 

hosokawa@asanogear.co.jp 

 


	近畿歯車懇話会第762回_研究会_ご案内
	会告758-761

