
総会､賀詞交歓会
ＪＶ賞選考委員会 など

理事会 運営会議 東京支部 近畿支部 東海支部 彦根支部

4月

5月

(JV賞選考委員会 開催中止) 21日(火)13:00 (機械振興会館)
(運営会議と並行開催)

21日(火)13:00 (機械振興会館)☆
(理事会と並行開催)

28日(火)
13:30 支部役員会
14:30 支部総会
15:30 講演会 (機械振興会館)☆

30日(木)
11:00 支部役員会､13:00 支部総会
(イオンコンパス大阪駅前会議室)
31日(金)09:10 支部懇親ゴルフ
(有馬ロイヤルGC)

10日(金)17:10 支部総会 (やす井)☆

6月

7日(金)14:00 通常総会、
15:30 講演会(エクシブ琵琶湖)☆
8日(土)09:00 総会懇親ゴルフ
(彦根CC)

6日(木)09:00 支部懇親ゴルフ
(岐阜関CC)
6日(木)18:00 支部総会
(岐阜グランドホテル)☆

7月

22日(月)18:00 中村前支部長慰労会 16日(火)10:40 滋賀大学工学部1年生向け
　　特別講演「バルブと地場産業」
18日(木)13:10 新人・若手社員向け研修会
　（滋賀県東北部工業技術ｾﾝﾀｰ）
26日(金)10:00　支部役員会（組合会議室）

8月

9月

10月

23日(水)16:00 (機械振興会館) 23日(水)13:00 (機械振興会館) 3日(木)PM 秋期研修会 (見学会)
①森ケ崎水再生センター
②羽田クロノゲート

16日(水)14:00 秋季見学会
(東亜バルブエンジニアリング本社工場)☆

3日(木)支部役員会（組合会議室）
27日(日)秋季ゴルフ大会（彦根CC）

11月

12日(火) 支部役員会 (福岡～佐賀方面)
☆
13日(水) 支部懇親ゴルフ (佐賀)
(近畿支部と合同開催)

12日(火) 支部役員会 (福岡～佐賀方面)
☆
13日(水) 支部懇親ゴルフ (佐賀)
（東京支部と合同開催）

29日(金)PM 支部研修会
(見学会/愛知県)☆

20日(水)～23日(土)台湾視察研修

12月

6日(金)18:00 支部役員会（銀水）☆

2020
年
1月

15日(水)13:00 新年賀詞交歓会
(八芳園)

15日(水)11:30 (八芳園) (本部主催の賀詞交歓会に兼ねる) 24日(金)15:30 支部役員会
(必要あれば開催予定)
24日(金)17:00 新年互例会
(大阪新阪急ホテル)

23日(木)AM～ 支部懇親ゴルフ
(岐阜関CC)
23日(木)18:00 新年賀詞交換会
(岐阜グランドホテル)

24日(金)18:00 新年賀詞交換会
(伊勢幾)

2月

3月

24日(火)14：00 (機械振興会館)☆ 25日(水)
支部役員会15：00 (機械振興会館)☆

時期
未定

☆＝懇親会

2019年度 年間行事カレンダー(全体行事､支部行事)

2019
年度

全体行事 支部行事

2020年2月3日現在(変更になる場合もありますので､事務局担当者からの案内を確認願います)



バルブ部会 建築用分科会 工業用分科会 電力用分科会 船用分科会 技術分科会 水栓部会
給水栓標準化

小委員会
止分水栓標準化

小委員会
保証小委員会 技術小委員会

4月

19日(金)14:00 分科会
(関西船用弁工業会定時総会)
(メルパルク大阪)

26日(金)13:30 委員会
(汐留)

5月

23日(木)15:00 分科会
(東洋バルブ大阪営業所)☆

17日(金)15:00 分科会
(大阪・三栄ビル)☆

20日(月)
14:00 幹事会
15:00 部会
16:30 分科会
(汐留)☆

31日(金)13:30 委員会
(汐留)

30日(木)13:30 委員会
(汐留)

17日(金)13:30 委員会
(汐留)

6月

13日(木)15:00 分科会
(機械振興会館)☆

(変更の可能性あり)
27日(木)13:30 委員会
(天王洲アイル)

7月

3日(水)14:00 部会
(機械振興会館)☆

24日(水)15:00 分科会
(機械振興会館)☆

17日(水)14:30 部会
(大阪)☆

26日(金)13:30 委員会
(汐留)

11日(木)13:30 委員会
(汐留)

8月

30日(金)15:00 分科会
(機械振興会館)☆

2日(金)14:00 分科会
(関西船用弁工業会)
(メルパルク京都)

23日(金)
14:00 幹事会
15:00 部会
16:30 分科会
(汐留)☆

30日(金)13:30 委員会
(汐留)

8日(木)13:30 委員会
(機械振興会館)

22日(木) 委員会&見学会
(愛知県)☆

9月

12日(木)15:00 分科会
(機械振興会館)☆

27日(金)13:30 委員会
(汐留)

12日(木)13:30 委員会
(汐留)

10月

4日(金)～5日(土)
見学会&会議(広島)☆

25日(金)～26日(土)
見学会(理化学研究所放射
光科学センター)☆

24日(木)
幹事会
部会
分科会
(汐留)☆

31日(木)13:30 委員会
(汐留)

11月

7日(木)15:00 分科会
(イオンコンパス大阪駅前
会議室)☆

29日(金)14:00 分科会
(関西船用弁工業会)
(メルパルク大阪)

27日(水)～28日(木)
見学会&部会(沖縄)☆

29日(金) 委員会&見学会
(INAXライブミュージアム)
☆

18日(月)13:30 委員会
(汐留)

15日(金)13:30 委員会
(汐留)

12月

12日(木)15:00 分科会
(機械振興会館)☆

26日(木)13:30 委員会
(汐留)

2020
年
1月

31日(金)13:30 委員会
(汐留)

30日(木)13:30 委員会
(機械振興会館)

29日(水)13:30 委員会
(汐留)☆

2月

7日(金)15:00 分科会
(機械振興会館)☆

14日(金)15:00 分科会
(機械振興会館)☆

20日(木)～21日(金)
見学会&会議(首都圏外郭放
水路)☆

20日(木) 委員会
(汐留)

3月

6日(金)14:00 部会
(大阪－TKPガーデンシティ
PREMIUM心斎橋)☆

4日(水)14:30 部会
(機械振興会館)☆

5日(木)～6日(金)
見学会&部会(佐賀)☆

26日(木)13:30 委員会
(汐留)

時期
未定

☆＝懇親会

2019年度 年間行事カレンダー（部会､分科会､小委員会）

2020年2月3日現在(変更になる場合もありますので､事務局担当者からの案内を確認願います)

2019
年度

部会､分科会､小委員会

バルブ部会､分科会
自動弁部会

水栓部会､小委員会



委員会 PJ

4月

25日(木)14:00 委員会
(機械振興会館)☆

9日(火)
10:00 分科会
14:00 委員会
(機械振興会館)

5月

17日(金)13:30 委員会
(機械振興会館)☆

23日(木) 13:00
委員会&見学会
(新潟県上越市)☆

24日(金)13:30 会議
(汐留)

22日(水)13:30 委員会
(汐留)

14日(火)15:00 委員会
(機械振興会館)

10日(金) 13:30 委員会
(機械振興会館)

6月

17日(月)13:30 委員会
(汐留)

19日(水)13:30 委員会
(機械振興会館)☆

7月

12日(金)13:30 委員会
(機械振興会館)☆

19日(金)～20日(土)
会議&見学会
(北九州 TOTOミュージアムほ
か)☆

18日(木)13:30 委員会
(機械振興会館)
30日(火)14:00
主催見学会（アズビル省エ
ネ見学会）

9日(火)14:00 委員会
(機械振興会館)

22日(月) 13:30 委員会
(機械振興会館)☆

8月

9月

3日(火)13:30 委員会
(汐留)

12日(木)～13日(金)　委員
会&見学会☆

19日(木)13:30 委員会
(機械振興会館)

13日(金)13:30 会議
(汐留)

19日(木)13:30 委員会
(汐留)☆

6日(金) 見学会&会議(山梨
県)

10日(火)14:00 委員会
(機械振興会館)☆

20日(金)13:30 委員会
(機械振興会館)

10月

9日(水)～10日(木)
見学会開催予定
(福井製作所&日本ニューロ
ン)☆

11月

26日(火)13:30 委員会
(機械振興会館)

26日(火)13:00 会議
(機械振興会館)
26日(火)15:00 講演会
（機械振興会館）☆

28日(木)～29日(金)
見学会&会議
(横浜市北部汚泥資源化セ
ンターほか見学予定)

22日(金)15:00 委員会
(機械振興会館)☆

12月

4日(水)13:30　委員会
(機械振興会館)☆

3日(火)13:30 委員会
(機械振興会館)

20日(金)13:30 委員会（機
械振興会館）☆

2020
年
1月

17日(金)14:00 委員会
(汐留)☆

24日(金)13:30 会議
(汐留)

23日(木)13:30 委員会
(機械振興会館)

21日(火)14:00 委員会
(機械振興会館)☆

2月

14日(金)09:45
バルブフォト五七五コンテ
スト審査会、委員会
(機械振興会館)

13日(木)13:30 委員会
(機械振興会館)

12日(水)15:00 委員会
(機械振興会館)

27日(木)13:30 委員会（機
械振興会館）

3月

17日(火)13:30 委員会
(機械振興会館)

11日(水)13:30 委員会
(機械振興会館)

13日(金)13:30 会議
(汐留)

19日(木)13:30 委員会
(汐留)

時期
未定

☆＝懇親会

IEC
専門委員会

ISO/TC185
専門委員会

人財育成委員会､バルブ女史PJ

2019年度 年間行事カレンダー(委員会､PJ)

2020年2月3日現在(変更になる場合もありますので､事務局担当者からの案内を確認願います)

2019
年度

委員会

技術委員会 広報委員会 環境委員会
安全衛生
委員会

ISO/TC153
専門委員会

バルブ技報
編集委員会



2019年度 年間行事カレンダー(研修､セミナー)

2020年2月3日現在(変更になる場合もありますので、

　　　　 　　事務局担当者からの案内を確認願います)

4月

16日(火)13:30 セミナー“これからの環境経営” (機械振興会館)

【主催】 環境委員会
【開催案内】 <配信済み〔2/20(水)〕>
【内容】 ①SDGsとパリ協定～パラダイムシフトにどう対応するか？
　　　　 ②製品含有化学物質管理における情報収集の実務
　　　　 ③LIXILグループの環境活動
【事務局担当】 松野

5月
6月

7月

(会員向け) 24日(水)～26日(金) “バルブ初級研修” (機械振興会館)

【主催】 技術委員会
【開催案内】 配信済み
【内容】 バルブの種類・構造などに関する基礎研修
【事務局担当者】 佐々木、土屋

8月

26日(月)～27日(火) “バルブ塾” (機械振興会館)

【主催】 人財育成委員会
【開催案内】 配信済み
【内容】 ①原価計算の基礎
         ②鋳造品質(主に銅合金)
         ③PL法・バルブ関連法規(水道法･高圧ガス保安法)
【事務局担当】 佐々木、土屋

9月

(正会員向け)18日(水) “みんなで学ぼうバルブ塾 ～安全衛生向上に取り組む企業紹介～”

【主催】 安全衛生委員会
【開催案内】 7月上旬に配信予定
【内容】 ①我社の安全に対する取組み事例の紹介（株式会社明石合銅）
         ②ISO45001認証取得までの道のり（株式会社福井製作所）
         ③実際の事故事例をベースにした意見交換会
【事務局担当】 松野

10月

11月

（会員向け）6日(水) “技術流出防止管理説明会”（機械振興会館）
【主催】日本バルブ工業会
【内容】①安全保障貿易管理に係わる入門編（50分）
　　　　②秘密情報の漏えい対策等について（40分）
　　　　③技術情報の管理（50分）
【事務局担当】松野

(会員外向け) 20日(水)～21日(木) “バルブ初級研修（公開講座）”(機械振興会館)
【主催】 技術委員会
【開催案内】 会員外向けの周知ご協力依頼を配信済み
【内容】 バルブの種類・構造などに関する基礎研修
【事務局担当】 佐々木、土屋

(会員・女性社員向け) 26日(火) 講演会“働く女性のリーダーシップ”(機械振興会館)
【主催】 人財育成員会 バルブ女史PJ
【開催案内】 配信済み
【内容】 働く女性を取り巻く環境／マネジメントに求められる考え方／リーダーシップとは／
　　　　 傾聴スキル など
【事務局担当】 海上

12月

2020
年
1月

（会員向け）16日(木) “安全保障貿易管理説明会”（機械振興会館）
【主催】日本バルブ工業会
【内容】①安全保障貿易管理について（60分）
　　　　②法令順守のポイント（60分）
【事務局担当】松野

2月

3月

（会員向け）12日(木) “バルブ塾” (機械振興会館)
【主催】 人財育成委員会
【内容】 ①特許・知財のトラブル事例、海外事例の探し方と取得方法、最新動向など（120分）
　　　　 ②規格や規格の引用（法規、仕様書）など（150分）
【事務局担当】 佐々木、土屋

4月
5月

6月

（会員向け）中旬 “バルブ初級研修” (機械振興会館)
【主催】 技術委員会
【内容】 バルブの種類・構造などに関する基礎研修
【事務局担当】 佐々木、土屋

時期
未定

研修・セミナー
2019
年度

2020
年度

研修・セミナー


