 日本光学会 news

JOEM「ナノ領域の光学入門」技術講座

参加費： 協賛 132,770 円（テキスト・消費税含む）
員： 24 名

日

時： 2020 年 1 月 14 日
（火） 10：00〜16：40

定

場

所： 機械振興会館別館 4 階（東京都港区芝公園 3―5―22）

申込期限： 2020 年 1 月 8 日（水）

主

催： 日本オプトメカトロニクス協会

問合せ先： 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

協

賛： 日本光学会，応用物理学会，日本光学工業協会

電話 03―3435―9321 Fax 03―3435―9567

ほか

E-mail info@joem.or.jp URL http://www.joem.or.jp

参加費： 協賛 44,880 円（テキスト・消費税含む）
定

員： 24 名

JOEM「現代干渉計測入門」技術講座

申込期限： 2020 年 1 月 7 日
（火）

日

時： 2020 年 1 月 24 日
（金） 10：00〜16：30

問合せ先： 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

講

師： 武田光夫（宇都宮大学特任教授）

電話 03―3435―9321 Fax 03―3435―9567

場

所： 機械振興会館別館 4 階（東京都港区芝公園 3―5―22）

E-mail info@joem.or.jp URL http://www.joem.or.jp

主

催： 日本オプトメカトロニクス協会

協

賛： 日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術振
興協会ほか

JOEM「光学系基礎理論」技術講座
日： 2020 年 1 月 15 日，22 日，29 日，2 月 5 日（いず

参加費： 協賛 44,880 円（テキスト・消費税含む）

れも水曜日），計 4 日間

定

講

師： 荒木敬介（宇都宮大学客員教授）

申込期限： 2020 年 1 月 17 日（金）

場

所： 機械振興会館別館 4 階（東京都港区芝公園 3―5―22）

問合せ先： 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

期

員： 24 名

主

催： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321 Fax 03―3435―9567

協

賛： 日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術振

E-mail info@joem.or.jp URL http://www.joem.or.jp

興協会





 日本光学会 news の掲載申込先：

 日本光学会 光学広報担当 E-mail koho@myosj.or.jp



 メールの件名に「日本光学会 news 原稿」と記載してください．

 なお，掲載申込は原則として発行日（10 日）から 2 か月前の 15 日まで，開催日が 1〜10 日の場合は， 


 開催日の 3 か月前の 15 日までにお願いします．

 掲載にあたっては，

「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください．
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