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IEEE 関西･名古屋 両 LMAG 合同現地講演会(見学会)のご案内 

The IEEE Kansai LMAG ＆ Nagoya LMAG Lecture Meeting(Field trip) 

  

IEEE 関西 LMAG および 名古屋 LMAG では、会員サービスの一環として現地技術講演会 

を企画・実施しています。今回は初の試みとして両 LMAG 合同で核融合科学研究所（岐阜 

県土岐市）見学会を、下記のとおり開催いたします。 

  

IEEE メンバーに限らず，非会員の方もご参加いただけます。学生や IEEE 会員のご家族や 

ご友人の方々もご参加可能です。ご周知いただければ幸いです。 

見学受け入れ人員に限りがあります、是非お早めにお申し込みをお願いいたします。 

  

なお、コロナ感染症などの状況しだいで急遽中止もあり得ますので、お含みおき願います。 

  

IEEE Kansai LMAG (Life Member Affinity Group) ＆ Nagoya LMAG will have the Lecture 

Meeting(Field trip) as follows. 

                   記 

  

日時 (Time & Date) 

2022 年 12 月 16 日（金） 13：30～15：45 

  

場所 (Place) 

核融合科学研究所（以下、現地） 

〒509-5292 岐阜県土岐市下石町 322-6 

TEL：0572-58-2016 FAX：0572-58-2601 

ホームページ(HP) https://www.nifs.ac.jp/ 

 

  

https://www.nifs.ac.jp/


【集合】 

JR 中央線 「多治見駅南口 バス乗り場待合所」 13:00 

 現地所在地は土岐市ですが、最寄りは「多治見駅」です。 

集合後、全員一斉に路線バス、13:10 発に乗車します。【1 時間に 1 本です。】 

「核融合科学研究所前」下車、13:30 到着。 

  

現地(同研究所)にマイカーで直行される方は、お申込み（６）にてお知らせ願います。 

13:30 到着願います。 

  

主催(Organizer) 

IEEE Kansai Section Life Members Affinity Group 

 ＆   Nagoya Section Life Members Affinity Group 

  

見学案内者 (Explainer) 

 同研究所の各施設ごとに専門研究員の方々 

 Specialized researchers at each facility. 

  

現地研究所概要(Abstract) 

 地球規模でのエネルギー・環境問題や SDG’sは渦中の課題です。この研究所は 1989 年 

に設立され大学共同利用機関法人として運営されています。合わせて総合研究大学院大学 

としての教育機関でもあります。 

 なお、上記、研究所 HP 掲載の『施設見学のご案内/施設見学（見学ツアー）について 

２.～４.項の見学者諸注意事項』をご確認ご了承お願いします。 

https://www.nifs.ac.jp/pr/kengaku.html 

  

プログラム (Program) 

  

13：30 核融合科学研究所「本館玄関ロビー」集合、除菌検温等 

13：40 挨拶 

13：45 概要説明、20 分 

14：05 見学（オプション含むフルコース）90 分 

    ⇒ 車椅子等の歩行支援ご希望の方、お申込み（６）にてお知らせ願います。 

15：35 質疑応答等、10 分 

15：45 挨拶、記念撮影、終了 

15：54 路線バス乗車、多治見駅へ 

16：13 多治見駅着、解散 

  

https://www.nifs.ac.jp/pr/kengaku.html


 

参加費 (Registration fee) 

 無料（Free,except for transportation）、交通費は自弁です。 

  

懇親会等 昨今の状況下、リスク低減のため LMAG事務局主催の懇親会は取りやめます。 

多治見界隈の「陶器屋さんロード」や「うなぎ名店」など、各自で個別にお考え願います。 

 また、美濃焼関連施設等の見学をお考えの際は交通の便を含め時間が必要（翌日とか） 

との観光案内所（多治見駅構内）からのアドバイスです。 

 https://www.city.tajimi.lg.jp/kanko/myu-ziamukannkousisetu.html 

 ⇒ 多治見界隈を当日午前中散策のご参考、この例では片道￥7,340 

新大阪 8:30 発～(新幹線、のぞみ指定席)～名古屋～(中央線快速)～多治見 10:00 着 

  

【参加申し込み先(Contact for registration)】 

IEEE 関西 LMAG 事務局（名古屋支部の方々もこちらへどうぞ） 

E-mail: lmag-kansai アット ieee-jp.org  （アットを@に変換し，送信してください。） 

  ⇒ LMAG(エルマグ)なので、最初の 1 文字目は「小文字の l(エル)」です。 

  

参加ご希望の方は 2022 年 11 月 25 日(金) までに E-mail にて以下をお知らせください。 

（１）ご所属(勤務先等、退職者は元の勤務先) 

（２）お名前(ふりがな) 

（３）ご住所（自宅または勤務先） 

（４）IEEE 会員番号 (会員の場合) 

（５）E-mail アドレス（お持ちの場合） 

（６）特記事項等（マイカー直行や歩行支援希望などの場合） 

   ⇒ マイカー利用者事前申込みしますので、該当者は「マイカー」とご記入ください。 

     車椅子等の歩行支援ご希望も当欄にご記入あれば、個別に調整します。 

  

 ※同行される方々（ご家族やご友人）も含めて「全参加者の住所」の提示を求められて 

  います。万一のコロナ対策リスク管理ということですので、ご理解ご協力をよろしく 

  お願いいたします。同行者についても（１）～（６）併記お願いいたします。 

  当事務局および同研究所とも、上記個人情報はこの見学会のためのみに使用します。 

  

Please register in advance by E-mail with the information of IEEE member ID (if you have), 

your name, affiliation,and address, by November 25, 2022 (Friday). 

We are required to provide "the addresses of all participants." We ask for your understanding 

and cooperation in this matter. This is a risk management measure against COVID-19. 

https://www.city.tajimi.lg.jp/kanko/myu-ziamukannkousisetu.html
http://ieee-jp.org/


 

本件連絡先 (For further information) 

 IEEE 関西支部 LMAG 事務局：lmag-kansai アット ieee-jp.org 

 IEEE 名古屋支部 LMAG 事務局：lmag.nagoya アット gmail.com 

       ⇒ いずれも、l(小文字のエル)から始まります。 

 担当：杉本 繁（すぎもと しげる）IEEE Kansai LMAG Secretary 

   E-mail：s.sugimoto140602 アット gmail.com 

   メール不都合な方 杉本自宅：TEL/FAX 075-643-4663（発信者通知が必要です。） 

   当日緊急連絡用：杉本携帯 090-6608-9834（ガラ携です。） 

以  上 

 

http://ieee-jp.org/
http://gmail.com/
http://gmail.com/

