講演会開催のご案内

主催：一般社団法人 日本機械工業連合会
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【開催要領】
● 開 催 日 時：平成 29 年 3 月 9 日（木
日（木） 13 時 30 分～16
分～16 時 00 分 （開場 12 時 30 分）
● 開 催 場 所：浜離宮朝日ホール
浜離宮朝日ホール 小ホール

（TEL：
TEL：0303-55415541-8710）
8710）

（〒10
（〒104
104-8011 中央区築地
中央区築地 5-3-2）

● 講演対象者：
講演対象者：機械設備製造事業者及び機械設備使用事業者の経営者
対象者：機械設備製造事業者及び機械設備使用事業者の経営者・
機械設備製造事業者及び機械設備使用事業者の経営者・管理者・
管理者・設計者
設計者・
生産技術者など
● 定

員：370 名

● 参 加 費：無料
● 申込締切日：
申込締切日：平成 29 年 2 月 24 日（金）
（締切日以前でも、定員になり次第締め切らせていただきます。）
● 参加ご希望の方は、弊会ホームページ（
参加ご希望の方は、弊会ホームページ（http://www.jmf.or.jp/japanese/index.html
弊会ホームページ（http://www.jmf.or.jp/japanese/index.html）
http://www.jmf.or.jp/japanese/index.html）
にある講演会申込書にご記入の上、
にある講演会申込書にご記入の上、弊会へお送りください。
講演会申込書にご記入の上、弊会へお送りください。
● 申込書は、参加希望者毎に一枚
申込書は、参加希望者毎に一枚ご記入
参加希望者毎に一枚ご記入くだ
ご記入ください。
ください。
● 申し込み受付順に受付証を
申し込み受付順に受付証を FAX でお送りします。
● ご来場時は、
ご来場時は、上記受付証を会場受付担当者にお渡し
上記受付証を会場受付担当者にお渡しくだ
を会場受付担当者にお渡しください。
ください。

【お問い合わせ先】
一般社団法人 日本機械工業連合会
日本機械工業連合会 標準化推進部 担当：吉田、
担当：吉田、山岸
吉田、山岸
ＴＥＬ：03
ＴＥＬ：0303-34343434-9436

FAX：
FAX：0303-34343434-6698 E-mail：
ail：hyojun@jmf.or.jp
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平成 29 年 3 月 9 日（木）
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※プログラムは変更される場合があります。

「機械安全」に興味や関心がある方々にこの講演会開催案内書を回覧
または転送していただきたく、ご協力をお願い申し上げます。

保志

【浜離宮朝日ホール案内図】

■都営大江戸線
築地市場駅・A2 番出口から朝日新聞社ビルに入り新館 2F 徒歩 3 分
■東京メトロ日比谷線又は都営浅草線
東銀座駅・6 番出口から徒歩 7 分
■東京メトロ日比谷線
築地駅・1 番、2 番出口から徒歩 10 分
■JR 新橋駅 汐留口又は都営浅草線
新橋駅から地下通路をカレッタ汐留方面へ徒歩 15 分

浜離宮朝日ホール

小ホール

〒104-8011 東京都中央区築地 5-3-2 朝日新聞東京本社
TEL 03-5541-8710

