
（一社）火薬学会 2016 年度春季研究発表会

開　催　日：2016 年 5 月 26 日㈭ ，27 日㈮

場　　　所：青山学院大学　青山キャンパス　総研ビル（14 号館）

〒 150-8366　東京都渋谷区渋谷 4-4-25　　TEL. 03-3409-7803

プ ロ グ ラ ム

月日 時　　間 第 19 会議室 第 18 会議室

5
月
26
日
㈭

9：20 ～ 9：30
開会の辞　日本化薬株式会社　川藤　俊夫
挨　　拶　火薬学会　新井 充

――

9：35 ～ 10：35 Session 1. プロペラントⅠ Session 3. 爆発・衝撃・加工Ⅰ

10：45 ～ 11：45 Session 2. エネルギー物質 Session 4. 発破

11：50 ～ 12：35 評議員会（第 16 会議室）

12：45 ～ 14：00 第 76 回通常総会 ――

14：00 ～ 15：00 学会賞受賞講演（4 件） ――

15：10 ～ 16：10 Session 5. 燃焼・分解・反応Ⅰ Session 6. 安全・環境Ⅰ

16：20 ～ 17：20
特別講演Ⅰ（第 19 会議室）

タカタ株式会社　吉村　一夫　氏
――

17：40 ～ 19：40 懇親会（ミルトス（IVY ホール））

月日 時　　間 第 19 会議室 第 18 会議室

5
月
27
日
㈮

9：45 ～ 10：45 Session 7. ガス爆発 Session 9. 燃焼・分解・反応Ⅱ

10：55 ～ 11：55 Session 8. 煙火＆燃焼 Session 10. プロペラントⅡ

12：00 ～ 13：00 （委員長・専門部会長会議（第 15 会議室））

13：00 ～ 14：00
特別講演Ⅱ（大会議室）

JMAS　荒川　龍一郎　氏
――

14：10 ～ 15：10 Session 11. 安全・環境Ⅱ（大会議室） Session 12. 爆発・衝撃・加工Ⅱ

15：20 ～ 15：50 閉会式（表彰）火薬学会　新井 充（大会議室） ――

◎発表時間（質疑応答時間を含む）　　特別講演：60 分　　学会賞受賞講演及び一般講演：各 15 分
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