平成 29 年 8 月 28 日
コンサルタント会社 御中
一般社団法人

日本ダクタイル鉄管協会関東支部

平成 29 年度 ダクタイル鉄管技術講習会のご案内

拝啓、盛夏の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は日本ダクタイル鉄管協会に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊協会関東支部では、上下水道管路の更新をめぐる様々な状況の中、上下水道管路の
更新促進並びに高機能化を目指すべく、ダクタイル鉄管の技術的検討および広報活動を継続的
に行っております。
その活動の一環として、弊協会関東支部におきまして、今年度もコンサルタント会社の皆様
を対象に「ダクタイル鉄管技術講習会」を下記の要領にて開催することに致しましたので、多
数様のご参加をお持ちしております。
敬具
1.日時、講習内容
実施日

時間

講演テーマ
テーマ①

ダクタイル鉄管の概要（製造方法、材質・継手の変
遷、継手の種類など）

第1回

7 月 13 日(木)

13：15～17：00

※実施済み

（12：45 より受付）

テーマ②

ダクタイル鉄管の管路設計上の留意点（水理設計、
構造計算、一体化長さ検討など）

テーマ③

下水市場用ダクタイル鉄管（新製品の紹介を含む）
について

第2回

第3回

9 月 25 日（月）

10：30～16：20

※今回申し込み

（10：00 より受付）

11 月 17 日（金）

13：15～17：00

※後日申し込み

（12：45 より受付）

テーマ①

製造現場の見学

ｸﾎﾞﾀ京葉工場

テーマ②

GX 形及び NS 形(E 種)の接合デモンストレーション

テーマ③

GX 形及び NS 形(E 種)の接合実習

テーマ①

耐震型ダクタイル鉄管の設計上の留意点（予定）

テーマ②

GX 形設計演習（NS-E 種管も含む）（予定）

注意 1）第 3 回の技術講習会の参加申し込みは、後日、改めてご案内いたします。
注意 2）第 3 回の講演テーマが変更になる場合があります（講演テーマは、後日、ご案内いた
します「ダクタイル鉄管技術講習会のご案内」にてご確認ください）
。
2.会場
㈱クボタ 京葉工場
住
所：千葉県船橋市栄町 2-16-1
電話番号：047-431-6111
＊当日の緊急連絡先 080-8542-4522
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3.参加費
講習会の受講費・昼食代（お弁当）は無料とさせていただきます。ただし、JR 船橋駅までの
交通費は各自でご負担願います。
なお、JR 船橋駅より㈱クボタ京葉工場までは送迎バス(無料)をご利用ください。
4.参加申し込み
添付「参加申し込み書」に必要事項を記入のうえ、9 月 11 日（月）までに、「参加申し込み
用メールアドレス」にメール送信をお願いいたします。
お申し込みいただいた場合には、参加申し込みメール受信後 1 週間以内に弊協会より申し込
み受付完了のメールを返信させていただきますので、弊協会より申し込み受付完了メールが返
信されない場合は、宍倉までお問い合わせをお願いします。
なお、誠に勝手ながら会場の都合上、1 社当たりの参加人数を 3 名様までとし、参加申し込
み数が定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承願います。
「参加申し込み用メールアドレス」
y-shishikura@jdpa.gr.jp（日本ダクタイル鉄管協会

関東支部

宍倉）

5.連絡先
何か不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
日本ダクタイル鉄管協会 関東支部 宍倉 TEL 03-3264-6654
6.送迎バス乗車場所とスケジュール
（１） 送迎バス乗車場所の案内図

出発時刻：9：45
＊JR 船橋駅より徒歩
10 分程度
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（２）スケジュール
第 2 回／9 月 25 日（月）
時間
9：45

備考

より出発
受

付

30 分

開催挨拶

10：30～10：35

10：50～12：00

講師

JR 船橋駅付近送迎バス乗車場所

10：00～10：30

10：35～10：50

内容

㈱クボタ京葉工場の概要説明

テーマ①
ダクタイル鉄管
休

12：00～13：00

製造現場の見学

日本ダクタイル鉄管協会

5分

㈱クボタ京葉工場

15 分

㈱クボタ京葉工場

70 分

憩

60 分

テーマ②
13：00～13：40

GX 形及び NS 形(E 種)の

日本ダクタイル鉄管協会 技術委員

40 分

接合デモンストレーション
休

13：40～13：50

13：50～14：50

10 分

テーマ②
GX 形及び NS 形(E 種)の接合実習
休

14：50～15：00

15：00～16：00

憩

日本ダクタイル鉄管協会 技術委員

憩

60 分

10 分

テーマ②
GX 形及び NS 形(E 種)の接合実習

日本ダクタイル鉄管協会 技術委員

60 分

16：00～16：15

質疑応答

日本ダクタイル鉄管協会 技術委員

15 分

16：15～16：20

閉会挨拶

日本ダクタイル鉄管協会

5分

16：30

送迎バス出発（JR 船橋駅まで）

注意）第 3 回【11 月 17 日(金)】に開催予定のスケジュールについては、後日、ご案内
いたします。
「ダクタイル鉄管技術講習会のご案内」にてご確認ください。
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7.CPD プログラム認定について
本技術講習会は CPD プログラム認定は実施しておりません。
ただし、CPD プログラム認定を行っている団体の受講証明書をご持参頂ければ、受講証明印は
捺印させて頂きます。
8.その他
工場見学の際の服装は安全上の問題からスカート、ヒールのある靴は厳禁となりますので
予め御了承下さい。
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【参加申し込み書】
一般社団法人
関東支部

日本ダクタイル鉄管協会
宍倉 行き

申し込みメールアドレス： y-shishikura@jdpa.gr.jp
「平成 29 年度 ダクタイル鉄管技術講習会」参加申し込み書
***********************************************************************************

下記のとおり、参加を希望いたします。
・所属会社・部署名と氏名を下表にご記入願います（経験年数は任意）。
・参加人数は 3 名様までとし、参加申し込み数が定員となり次第、申し込みを締め切らせ
ていただきます。
・申し込み完了後の変更については、「y-shishikura@jdpa.gr.jp」までご連絡をお願
いします。

※参加申し込みの代表者氏名（問い合わせ窓口）：

会社・部署名

氏名

水道事業の
経験年数

第2回
9 月 25 日（月）

注意 1）第 3 回の技術講習会の参加申し込みは、後日、改めてご案内いたします。

以
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上

