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2012 年 2 月 

ＳＳＩＳ 会員各位                                                   

一般社団法人 半導体産業人協会 

理事長 牧本 次生 

文化活動委員長 野澤 滋為 

九州地区委員長 荒巻 和之 

春季工場見学会 ・ オープンゴルフのご案内 （九州開催） 

拝啓  

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は協会の活動にご理解を賜りまことに有難うご

ざいます。SSIS では賛助会員ならびに個人会員の見聞を広めることと会員相互の懇親を目的に国内工

場見学会を開催し、いつも多数のご参加をえて大変ご好評をいただいてまいりました。 

 今春は“北九州市スマートコミュニティ創造事業見学会”と“第５回オープンゴルフ大会”を併催します。 

全国の４地域から選定され、2010年度から5ヶ年計画で進められている “次世代エネルギー・社会システ

ム実証事業”の実証事業見学とそのセミナー、 及び同地域の “産業用ロボット工場” を見学します。  

併せて、ゴルフ大会も企画しましたので奮ってご参加ください。    

参加お申込はFaxまたはE-mailにて事務局までお知らせ下さい。多数の皆様のご参加をお待ち申し上

げております。なお定員に達し次第締切りとさせていただきますことをご了承下さい。  

敬具  

【 春季工場見学会 ・ オープンゴルフ （九州開催） 】 

・期  日  ： 4 月 24 日（火）～26 日（木） 

・見学会  ： 4 月 24 日午後： 産業用ロボット工場見学 (株)安川電機 本社     

ミニセミナー 1) 「北九州市のスマートシティ構想と実証実験」 北九州市 松岡理事 

                    2) 「半導体の長期トレンド ～過去・現在・未来～」 SSIS 牧本理事長 

           懇親会・宿泊： 北九州八幡ロイヤルホテル 

         4 月 25 日午前： 地域節電所見学      ヒューマンメディア財団 

                   東田コジェネ発電所見学 新日本製鐵（株）八幡製鐵所構内 

宿泊： 北九州八幡ロイヤルホテル 

・ｺﾞﾙﾌ大会： 4 月 26 日   ： 第５回 SSIS オープンゴルフ大会  九州ゴルフ倶楽部八幡コース 

・募集定員： 20 名 （個人会員、賛助会員のみといたします。ただし、お申込み時ご入会の方も会員 

              扱いとします。同業者の方は受付後にご遠慮させて頂く場合がございます） 

・主    催： 一般社団法人 半導体産業人協会  旅行実務：(株) アドツーリスト 

・参加費  ： 参加者自己負担 （概算は別頁の通り。確定次第各参加者にご連絡いたします） 

・申込締切： 3 月 21 日（水） 
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【４／２４午後： ロボット工場見学 ・ ミニセミナー】          http://www.yaskawa.co.jp 

・期日：4 月 24 日（火） 13:40～17:10 安川電機 本社  

・住所：〒806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石 2 番 1 号  

TEL.093-645-8801 （JR 黒崎駅から徒歩約 5 分） 

・売上高：連結 2,968 億円（2011 年 3 月期）、従業員数：連結 8,085 名 

＜見学会： 13:40～15：10 産業用ロボット工場＞ 

■ 新たなる挑戦を続け、進化するロボット  

1977 年に日本で初めて全電気式産業用ロボット“モートマン” 

を発売して以来、国内外の産業用ロボット市場をリードして 

きました。その後も当社が得意とするアーク溶接を中心に、 

スポット溶接、ハンドリング、組立て塗装、クリーンルーム内の 

搬送に威力を発揮するロボットを次々に商品化し、世界中に 

その活躍の場を広げてきました。（安川電機ＨＰより引用 ） 

＜ミニセミナー： 15:10～17:10 ＞ 於）安川電機 研修室 

1) 「北九州市のスマートシティ構想と実証実験について」  50 分 

講師： 松岡 俊和 氏  北九州市環境局 環境未来都市担当 理事 

2） 「半導体の長期トレンド ～過去・現在・未来～」       50 分 

    講師： 牧本 次生 氏  一般社団法人 半導体産業人協会 理事長 

        テクノビジョン代表、（元日立製作所専務取締役、ソニー執行役員専務など歴任） 

【４／２４懇親会、４／２４・２５宿泊 北九州八幡ロイヤルホテル 】  

・懇親会：４月２４日（火）18：30～和食    観光情報：http://www.daiwaresort.co.jp/yahata/popup.html#rec1 

・宿 泊 ：４月２４日（見学会）、４月２５日（ゴルフ） 

・住 所 ：〒805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光 1-1-1 

TEL：093-662-1020、 交通アクセス：新幹線小倉駅より４つ目の 

枝光駅から徒歩 8 分 HP：http://www.daiwaresort.co.jp/yahata 

     
 

 

 

【４／２５午前： 地域節電所、東田コジェネ見学】  

＜地域節電所見学＞ 期日：４月２５日 10：30～11:50 http://www.human-media.or.jp/index.html 

・ヒューマンメディア財団 住所：〒805-0071 北九州市八幡東区東田１-５-７ TEL：093-663-2950 

地域節電所： ４月の実証開始を目標に、地域エネルギーマネジメントシステム（一般に C E M S：Cluster 

Energy Management System と呼ぶ ） を構築中。 情報通信網（双方向通信網）と送電線網（電力網）を

連携させ、基幹電力と再生可能エネルギーを合わせた地域全体のエネルギーの効率的な利用を目指す、

北九州スマートコミュニティ創造事業の心臓部である。情報通信網を利用して、スマートメータが導入され

た施設等から情報を収集し、地域のエネルギーの使用状況を把握し、より効率的にエネルギーを使える

ようなシステムを目指している。 北九州市環境局から説明予定（見学不可の場合は説明のみとなる）。 

 

シングルルームは

19m2 でゆったりお寛

ぎいただけます。   

 安安安川川川電電電機機機   モモモーーートトトマママンンンセセセンンンタタタ   

 

安川電機 
ロボットラインナップ 
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＜東田コジェネ見学＞  新日本製鐵: http://www.nsc.co.jp/yawata/index.html 

・新日本製鐵 八幡製鐵所構内 窓口：総務部総務グループ TEL：093-872-6１１１ 

・期日：4 月 25 日 11:10～1１:５0 東田コジェネ見学  

・新日本製鐵資料 事業概要： http://www.env.go.jp/council/04recycle/y040-38/mat02-4.pdf 

東田コジェネ（株）の事業開始は 2005 年 2 月、新日本製鐵八幡製鐵所内 

に建設されている天然ガスコジェネ発電所。 発電所は 5,500kW の 

天然ガスエンジン 6 基からなり，近隣の八幡東区東田・前田地区の企業や 

公共施設などに自営の配電線を利用して電力を供給している。また発電で 

生じた廃熱を利用して発生させた蒸気を八幡製鐵所内で利用している。 

＜４／２５午後 ゴルフ参加者：フリータイム 推奨＞ 北九州観光サイト：http://www.kcta.or.jp/ 

・小倉城・小倉城庭園・松本清張記念館/JR 小倉駅徒歩 15 分： http://www.kid.ne.jp/kokurajou/ 

・関門海峡を臨む門司港レトロ地区、ＪＲ枝光⇒（25 分）門司港駅徒歩 5 分：http://www.dramaship.jp/ 

【４／２６ 第５回ＳＳＩＳオープンゴルフ （九州ゴルフ倶楽部八幡コース） 】 

・日時：    4 月 26 日（木） ８：２３ａｍ スタート ５組     窓口：総務課 TEL.093-652-2221 

・場所：     九州ゴルフ倶楽部八幡コース                http://kg-yahata.co.jp/yahata/ 

〒805-0036 福岡県北九州市八幡東区小熊野 1467   

・プレー代： 13,000 円 （キャディ・カート 5 名乗、昼食・飲物は別） 

・会費：    4,000 円（賞品、パーティ代など） ※当日徴収 

・競技方法： 新ペリア方式 

・その他：  /当日プレー等の詳細は後日お知らせいたします。 

   ＜ クラブハウス設計：黒川 紀章 氏  http://kg-yahata.co.jp/yahata/facilities/omoi.php 

＜ コース設計    ：加藤 俊輔 氏  http://kg-yahata.co.jp/yahata/course/omoi.php 

 

送電線網 

天然ガスコジェネ 

インターネット網 

引用： 
北九州スマートコミュニティ 
創造事業  
 
５年間の総事業費 16３億円 
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お名前：                                 期日：4 月 24 日（火）～26 日（木） 

（個人会員でない場合は）ご所属：                                         

本件連絡先 Ｅ-ｍａｉｌ：                                                

本件連絡先 Ｔｅｌ：                     携帯電話：                       

本件連絡先 Ｆａｘ：                        ※当日ご連絡のため携帯電話もお願いします。 

特別のご希望事項：                                                        

※航空券の手配もお受けしますのでご相談下さい:                                                         
お申込後 1 週間経っても事務局からご連絡がない場合お手数ですがご一報下さい。 

お申込み：下記欄に○印をご記入ください。  費用:概算 参加人数により変動します。 
 

１泊２日 （見学会）                     ￥２０,０００ 

 
２泊３日 （見学会＋ゴルフ：別料金 別頁参照）        ￥２８,０００ 

含む費用： 宿泊費（シングル）、懇親会費、朝食費、見学会/ゴルフ場（バス移動）、雑費含む 

除外費用： 昼食費、ゴルフ費（別頁をご参照下さい）、小倉駅⇒空港（ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ）、ﾌﾘｰﾀｲﾑ諸経費 

        【STAR２８ 割引】  スターフライヤー便（SFJ）の購入は、搭乗日の 2 ヶ月前から 28 日前まで 

        予約可能で、予約日の 4 日以内から同日に購入（28 日前）する。最大約 64％割引がある。 

        往路：羽田-北九州 （4/24： 09:20 発 ANA3875/SFJ75）  http://www.starflyer.jp/ 
復路：北九州-羽田 （4/25： 15:00 発 ANA3884/SFJ84,  4/26：18:20 発 ANA3888/SFJ88） 

今回のツアーコース：  見学：４/２４（火）～２５（水） ⇒ ゴルフ：２６（木） 

４/２４ 見学会 安川電機・ミニセミナー ４/２５ 見学会 地域節電所・東田コジェネ 

０９：２０ 羽田発 ANA3875/SFJ75 １０：０５ ホテル発：貸切バス 

１１：００ 北九州空港着  １０：２０ 地域節電所着（ﾋｭｰﾏﾝﾒﾃﾞｨｱ財団） 

 ～昼食～ （集合） １０：５０ 見学会終了（見学不可時説明延長） 

１２：３０ 空港発：貸切バス １１：００ 東田コジェネ着（新日鐵八幡製鐵所構内） 

１３：２０ 小倉駅着 （ＪＲ組乗車） １１：５０ 見学会終了バス⇒12:15 小倉駅(ＪＲ組降車) 

１３：４０ 安川電機本社着 １２：３５ 小倉駅発 空港ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ   

１５：１０ 見学会 終了 １３：１０ 北九州空港着 （解散） ～昼食～ 

１７：１０ ミニセミナー終了：貸切バス １５：００ 北九州空港発 ANA3884/SFJ84・16:35 着 

１７：３０ 北九州八幡ロイヤルホテル着 ゴルフ参加者 
午後ﾌﾘｰﾀｲﾑ 

・小倉城・小倉城庭園・松本清張記念館 

１８：３０ 懇親会 ・関門海峡・門司港レトロ地区 

４/２６ ゴルフ大会 九州ゴルフ倶楽部八幡コース 

０７：１０ ホテル発:ホテルバス １６：２５ ゴルフ場発：貸切りバス 

０７：３５ ゴルフ場着 １６：５０ 小倉駅着 バスセンター(ＪＲ組降車) 

０８：２３ スタート ５組 １７：１５ 小倉駅発 空港行ﾉﾝｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｽ （※4 月 10 分早い？） 

１６：２０ パーティ・表彰式終了 １７：５０ 空港着（解散） ⇒18:20 発 ANA3888/SFJ88 

以上 

ＳＳＩＳ春季工場見学会・オープンゴルフ 参加申込 

航空券 

便 名 


