HRC(造工中手船型研究会）委員会開催実績
平成30年11月20日更新
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第110回
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開催日
開催場所
平成10年3月19日
日本造船技術センター会議室
平成10年9月18日
チサンホテル岡山 会議室
平成11年3月18日
日本造船技術センター会議室
平成11年6月3日
ホテルセンチュリー２１広島 会議室
平成11年7月15日
大島アイランドホテル 会議室
平成11年12月16日
ホテル新大阪 会議室
平成12年3月31日
日本造船技術センター会議室
平成12年10月12日
日本造船技術センター会議室
平成13年3月14日
日本造船技術センター会議室
平成13年5月24日
日本造船技術センター会議室
平成13年9月5日
日本造船技術センター会議室
平成14年1月24日
日本造船技術センター会議室
平成14年3月27日
日本造船技術センター会議室
平成14年5月22日
日本造船技術センター会議室
平成14年9月30日
日本造船技術センター会議室
平成14年11月27日
日本造船技術センター会議室
平成15年2月6日
日本造船技術センター会議室
平成15年4月3日
日本造船技術センター会議室
平成15年6月19日
日本造船技術センター会議室
平成15年11月28日
日本造船技術センター会議室
平成16年2月5日
日本造船技術センター会議室
平成16年4月13日
日本造船技術センター本部会議室
平成16年6月17日 日本造船技術センター 試験センター会議室
平成16年10月8日
日本造船技術センター本部会議室
平成17年1月14日
日本造船技術センター本部会議室
平成17年3月30日
日本造船技術センター本部会議室
平成17年6月6日
日本造船技術センター本部会議室
平成17年10月6日
日本造船技術センター本部会議室
平成17年12月21日
日本造船技術センター本部会議室
平成18年3月23日
日本造船技術センター本部会議室
平成18年6月29日
日本造船技術センター本部会議室
平成18年9月29日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年2月2日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年3月27日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年6月6日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年10月25日
日本造船技術センター本部会議室
平成20年2月6日
オフィス東京 Ｆ会議室 （京橋）
平成20年3月27日
日本造船技術センター本部大会議室
平成20年3月27日
日本造船技術センター本部大会議室
平成20年10月9日
日本造船技術センター本部大会議室
平成21年1月27日
日本造船技術センター本部大会議室
平成21年3月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成21年5月20日
日本造船技術センター本部大会議室
平成21年9月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成22年1月27日
日本造船技術センター本部大会議室
平成22年3月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成22年6月9日
日本造船技術センター本部大会議室
平成22年10月15日
日本造船技術センター本部大会議室
平成23年1月13日
日本造船技術センター本部大会議室
平成23年4月26日
日本造船技術センター本部大会議室

第115回
第116回
第117回
第118回
第119回
第120回
第121回
第122回
第123回
第124回
第125回
第126回
第127回
第128回
第129回
第130回
第131回
第132回
第133回
第134回
第135回
第136回
第137回
第138回
第139回
第140回
第141回
第142回
第143回

平成23年6月23日
日本造船技術センター本部大会議室
平成23年9月28日
日本造船技術センター本部大会議室
平成24年1月19日
日本造船技術センター本部大会議室
平成24年4月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成24年9月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成25年1月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成25年3月26日
日本造船技術センター本部大会議室
平成25年6月21日
日本造船技術センター本部大会議室
平成25年10月18日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年1月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年3月26日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年6月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年10月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年1月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年3月24日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年6月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年10月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成28年1月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成28年3月30日 日本造船技術センター 試験センター会議室
平成28年6月3日
日本造船技術センター本部大会議室
平成28年10月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年1月31日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年3月27日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年6月8日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年10月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年1月17日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年3月23日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年6月13日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年10月11日
日本造船技術センター本部大会議室

SPCG（Ship Performance Calculation Group）委員会実績
平成30年11月20日更新

第1回 SPCG委員会
第2回 SPCG委員会
第3回 SPCG委員会
第4回 SPCG委員会
第5回 SPCG委員会
第6回 SPCG委員会
第7回 SPCG委員会
第8回 SPCG委員会
第9回 SPCG委員会
第10回 SPCG委員会
第11回 SPCG委員会
第12回 SPCG委員会
平成21年度 第1回
平成21年度 第2回
平成21年度 第3回
平成21年度 第4回
平成22年度 第1回
平成22年度 第2回
平成23年度 第1回
平成23年度 第2回
平成24年度 第1回
平成24年度第2回
平成25年度 第1回
平成25年度 第2回
平成25年度 第3回
平成25年度 第4回
平成26年度 第1回
平成26年度 第2回
平成26年度 第3回
平成26年度 第4回
平成27年度 第1回
平成27年度 第2回
平成27年度 第3回
平成27年度 第4回
平成28年度 第1回
平成28年度 第2回
平成28年度 第3回
平成28年度 第4回
平成29年度 第1回
平成29年度 第2回
平成29年度 第3回
平成29年度 第4回
平成30年度 第1回
平成30年度 第2回

平成18年3月22日
日本造船技術センター本部会議室
平成18年6月30日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年2月21日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年2月21日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年4月25日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年7月4日
日本造船技術センター本部会議室
平成19年10月25日
日本造船技術センター会議室
平成20年2月6日
日本造船技術センター会議室
平成20年5月14日
日本造船技術センター会議室
平成20年7月24日
日本造船技術センター会議室
平成20年10月8日
日本造船技術センター会議室
平成21年1月27日
日本造船技術センター会議室
平成21年5月20日
日本造船技術センター会議室
平成21年9月9日
日本造船技術センター会議室
平成22年1月27日
日本造船技術センター会議室
平成22年3月25日
日本造船技術センター会議室
平成22年10月15日
日本造船技術センター大会議室
平成23年1月13日
日本造船技術センター大会議室
平成23年4月26日
日本造船技術センター大会議室
平成23年9月28日
日本造船技術センター大会議室
平成25年1月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成25年3月26日
日本造船技術センター本部大会議室
平成25年6月21日
日本造船技術センター本部大会議室
平成25年10月18日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年1月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年3月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年6月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成26年10月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年1月30日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年3月24日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年6月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成27年10月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成28年1月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成28年3月30日 日本造船技術センター 試験センター会議室
平成28年6月3日
日本造船技術センター本部大会議室
平成28年10月25日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年1月31日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年3月27日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年6月8日
日本造船技術センター本部大会議室
平成29年10月5日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年1月17日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年3月23日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年6月13日
日本造船技術センター本部大会議室
平成30年10月11日
日本造船技術センター本部大会議室

