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新年のご挨拶

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年中は当協会の諸事業に格別のご支
援、ご協力を賜り心より厚く御礼申し上
げます。
昨年を振り返りますと、３月11日に発
生した未曾有の大震災に原発事故、それ
に伴う夏の電力不足、加えて歴史的な円高、
ＥＵの財政不安、タイの洪水被害の影響
など、日本経済はかつて経験したことの
ない試練に晒され、日本全体が再興に全
力を挙げる一年でありました。
このような経験を踏まえ、私たちが携
わる情報サービス産業における今後の重
要な課題は、予期せぬ事態にも安定的に
サービスを提供できる体制を一層強固な
ものにすること、また、常に進化し続け
るＩＴ技術に迅速に対応し、より高度な
サービスを提供するための十分な業務知
識を持った技術者を育成することである
と考えます。
本年は当協会にとって、社団法人から
一般社団法人として再スタートの年とな
ります。
当協会は会員各社が結束し、グローバ
ルな視野に立った最新技術の開発・革新
的なサービスの提供と、健全な発展を図
ることにより、地域社会・産業に貢献で
きるよう、努力する所存でございます。
どうか皆様には変わらぬご理解とご協力
を心からお願い申し上げます。
この一年が実りある豊かな年になるこ
とを願い、また、皆様のますますのご健
勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご
挨拶とさせていただきます。

新年あけましておめでとうございます。

皆様には、日頃から本県産業経済行政

の推進に当たり、格別の御理解と御協力

を賜り厚くお礼申し上げます。

昨年の本県経済は、東日本大震災や歴

史的な円高の影響を受け、厳しい状況が

続きました。一方で、北関東自動車道の

全線開通により、本県の立地環境は格段

に向上し、また、「群馬ＤＣ」では、期間

中の観光客入込数が前年を大きく上回る

など、大きな成果を上げることができま

した。

本年は、こうした本県の優位性を十分

に活かし、物流拠点やバックアップ機能

の誘致、また、海外からの誘客促進など

に取り組むほか、産業人材の育成や雇用

環境の整備など本県経済の活力向上に向

け様々な施策を展開してまいります。

さて、貴協会会員の皆様は、情報産業

の担い手として活躍されておられます。

情報技術の進化のスピードは加速度が増

し、目を見張るものがあり、利用分野も

日常生活や企業活動全般に拡大し、欠く

ことの出来ない重要なものとなっており

ます。今後とも、こうした変革を的確に

捉え、県内情報サービス産業の振興、地

域の情報化推進など、本県における産業

情報力の強化に御尽力賜りますようお願

い申し上げます。

結びに、貴協会の益々の御発展と会員

の皆様の御健勝をお祈り申し上げ、新年

の挨拶といたします。

社団法人群馬県情報サー
ビス産業協会

会　長　秋山　力

群馬県産業経済部

部　長　三澤　益巳
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　第21回新春講演会が、１月25日(水)前橋テルサ、８階
「けやきの間」において開催され、日本銀行前橋支店長竹
澤秀樹氏に、「最近の金融経済情勢と今年の展望」と題して、
講演いただきました。竹澤氏は、隣の栃木県生まれで、昭
和61年日銀に入行、金融政策関係を中心に仕事をされ、前
橋支店に着任したのは一昨年の9月です。講演では、2012

年に世界と日本で注目すべき経済
トピックのポイントの解説、そし
て今後の経済動向を展望していた
だきました。参加者からは、「欧州の債権問題と日本経済への影響を具体
的な指標を示され、非常にわかりやすい説明で、人口減少社会において
の生産性の向上や、ＩＴの有効活用が重要となる等説得力のある講演で
した。これをビジネスチャンスと捉えがんばっていきたい。」との声が
寄せられました。お忙しいスケジュールの中、竹澤氏にはこの日、講演
会終了後賀詞交歓会にもご出席いただきました。 

賀　詞　交　歓　会
　新春恒例の賀詞交歓会が平成24年１月
25日(水)前橋テルサ９階「つつじの間」
において、ご来賓及び、会員の皆様約
100名の出席のもと開催されました。
　協会を代表し秋山力会長より、新年の
挨拶があり、次にご来賓を代表して、群
馬県産業経済部商政課長須藤文規様より

ご祝辞をいただきました。群馬県・大学・関係団体・報道機関から６名のご来賓の紹介の後、
岩崎正弘副会長の乾杯の音頭により懇談となりました。新春独特の華やかさと、終始和やかな

雰囲気の中、会員相互の情報交換や、親睦を深める場となりました。
なお、この日新春講演会の講師として講演いただきました、日本銀
行前橋支店支店長竹澤秀樹氏にもご出席いただきました。中締めは、
柿沼恒雄副会長に、威勢のよい三本締めの音頭をとっていただき、
お開きとなりました。ご来賓、そして会員の皆様に多数ご参加いた
だき、盛況な会になりましたこと、心よりお礼申し上げます。

ご来賓の皆様

群馬県産業経済部商政課　　　課　長　　　須藤文規 様
群馬県企画部情報政策課　　　次　長　　　半田良幸 様
前橋工科大学　　　　　　　　学　長　　　辻　幸和 様
㈱上毛新聞社　　　　　　　　広告局次長　二村正弘 様
㈱群馬経済新聞社　　　　　　専務取締役　小曽根要人 様
特定非営利活動法人ＩＣＴ群馬　　理事長　木嶋　隆 様

(順　不　同)

新春講演会－ 最近の金融経済情勢と今年の展望 －
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社団法人 群馬県情報サービス産業協会 会員名簿（正会員）

会　社　名 住　所 代　表　者

1 ㈱アイエムエス 〒371-0847　前橋市大友町1-12-21　友貴ビル2F 代表取締役
TEL027-251-7474　FAX027-251-7473 尾　高　一　秀

2 朝日印刷工業㈱ 〒371-0846　前橋市元総社町67 代表取締役社長
TEL027-251-1212　FAX027-253-3475 石　川　　　靖

3 ㈱アドテックス 〒370-1201　高崎市倉賀野町2454-1 代表取締役社長
TEL027-320-2800　FAX027-320-2333 佐　藤　弘　男

4 荒瀬印刷㈱ 〒370-0077　高崎市上小塙町733 代表取締役社長
TEL027-343-4132　FAX027-343-8319 内　藤　賢　治

5 学校法人有坂中央学園 〒371-0844　前橋市古市町1-49-4 理事長
TEL027-253-5544　FAX027-254-0605 中　島　利　郎

6 ㈱オオタヤ 〒371-0855　前橋市問屋町1-10-7 代表取締役社長
TEL027-251-5217　FAX027-251-5238 都　丸　和　俊

7 ㈱沖情報システムズ 〒370-8585　高崎市双葉町3-1 代表取締役社長
TEL027-325-1525　FAX027-324-9656 鈴　木　康　久

8 ㈱ＯＰＥＮＥＲ 〒372-0011　伊勢崎市三和町2742-3 代表取締役社長
TEL0270-23-0616　FAX0270-21-3999 六本木　佳代子

9 ㈱クライム 〒370-3602　北群馬郡吉岡町大久保2143 代表取締役社長
TEL0279-20-5550　FAX0279-55-5885 金　井　　　修

10 ㈱クラフト 〒371-0804　前橋市六供町1105-8 代表取締役
TEL027-290-3511　FAX027-290-3890 猪　熊　文　二

11 ぐんぎんシステムサービス㈱ 〒371-0846　前橋市元総社町171番地1ぐんぎんリースビル4F 代表取締役社長
TEL027-289-6000　FAX027-210-7160 福　田　一　穂

12 ㈱群　電 〒371-0805　前橋市南町1-10-10 代表取締役社長
TEL027-224-1681　FAX027-223-3334 木　村　清　高

13 ㈱群馬電子計算センター 〒379-2154　前橋市天川大島町1125 代表取締役社長
TEL027-261-5057　FAX027-263-1682 松　平　　　緑

14 ㈲コムウェア 〒373-0801　太田市台之郷町601-2 代表取締役
TEL0276-48-0811　FAX0276-48-0815 濱　田　博　文

15 コンピュートロン㈱ 〒371-0855　前橋市問屋町1-11-2　豊栄問屋町ビル 代表取締役社長
TEL027-253-3411　FAX027-253-3643 柳　井　保　平

16 サンデンシステムエンジニアリング㈱
〒372-0801　伊勢崎市宮子町3450-8 代表取締役社長
TEL0270-21-9641　FAX0270-21-5757 富　澤　秀　人

17 ㈱サンフィールド・インターネット
〒376-8503　桐生市広沢町3-4025 代表取締役社長
TEL0277-55-1000　FAX0277-55-1001 伊　藤　文　彦

18 ㈱シー・エス・エム 〒370-0845　高崎市新後閑町4-8 代表取締役社長
TEL027-310-3311　FAX027-310-3355 島　崎　真　澄

19 ㈱ジーシーシー 〒379-2154　前橋市天川大島町1125 代表取締役社長
TEL027-263-1637　FAX027-261-1445 松　平　　　緑

20 システム・アルファ㈱ 〒371-0847　前橋市大友町2-23-5 代表取締役社長
TEL027-253-1800　FAX027-255-1540 廣　山　武　雄

21 システム開発㈱ 〒379－2234　伊勢崎市東小保方町3992-35 代表取締役
TEL0270-62-5543　FAX0270-20-2088 須　藤　貞　男

22 ㈱システムハウスグローバル
〒375-0016　藤岡市上栗須479-1 取締役社長
TEL0274-23-8258　FAX0274-24-4075 浅　川　岩　雄

23 情報システム㈱ 〒370-0032　高崎市宿大類町1461-1 代表取締役社長
TEL027-350-1277　FAX027-350-1278 大　谷　淳　一

24 ㈱神明電気 〒370-0004　高崎市井野町321 代表取締役
TEL027-370-1104　FAX027-370-1103 神　山　　　勝

25 杉原エス･イー･アイ㈱ 〒372-0823　伊勢崎市今井町313 代表取締役社長
TEL0270-25-8101　FAX0270-23-2779 杉　原　俊　夫

26 ㈱スリーアイ 〒370-0857　高崎市上佐野町1085-3 代表取締役
TEL027-324-6711　FAX027-324-9588 池　田　康　雄

27 ㈱総合電子計算センター 〒370-0807　高崎市歌川町72 代表取締役社長
TEL027-327-1500　FAX027-327-0921 松　本　長　光

28 ㈱創美社 〒371-0844　前橋市古市町1-4-3 代表取締役社長
TEL027-251-6790　FAX027-251-8744 初　谷　浩　道
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会　社　名 住　所 代　表　者

29 ㈱高崎共同計算センター 〒370-0006　高崎市問屋町2-7-1 代表取締役専務
TEL027-361-0346　FAX027-361-7050 岩　崎　正　弘

30 ㈱高崎情報サービス 〒370-0052　高崎市旭町44-2　旭町ビル502号 代表取締役社長
TEL027-320-1190　FAX027-320-1192 横　堀　一　三

31 ㈱たけのうち電器 〒378-0051　沼田市上原町1756-381 代表取締役
TEL0278-23-8111　FAX0278-22-3668 竹之内　正　行

32 ㈱テクノソレイユ 〒370-0851　高崎市上中居町51-1　EST900ビル 代表取締役
TEL027-328-2313　FAX027-328-2314 齋　藤　英　男

33 電通システム㈱ 〒370-0073　高崎市緑町2-4-5 代表取締役社長
TEL027-361-3211　FAX027-362-8311 嶋　方　智　之

34 ㈱東芝　首都圏支社 〒330-0802　さいたま市大宮区宮町1-114-1ORE大宮ビル6F 支社長
TEL048-640-1106　FAX048-640-1193 田　尻　澄　夫

35 ㈱トムスシステム 〒371-0222　前橋市上大屋町16-13 代表取締役社長
TEL027-230-4100　FAX027-230-4101 山　口　拓　夫

36 ㈱ナブ・アシスト 〒371-0846　前橋市元総社町521-8 代表取締役社長
TEL027-253-1633　FAX027-253-1589 望　月　明　夫

37 日商エレクトロニクス㈱　
〒104-8444　中央区築地7-3-1 ＢＣＰ事業統括部長
TEL03-3544-3658　FAX03-3544-8489 五月女　善　生

38 ㈱日東システム開発 〒373-0012　太田市清原町5-8 代表取締役社長
TEL0276-37-8285　FAX0276-37-8292 青　木　規　夫

39 日本情報産業㈱　前橋支社 〒371-0024　前橋市表町2-5-1 代表取締役社長
TEL027-224-8311　FAX027-224-8345 田　島　　　浩

40 日本電気㈱　群馬支店 〒371-0024　前橋市表町2-9-9　明治生命前橋ビル 支店長
TEL027-243-8080　FAX027-243-8086 伊　東　　　寛

41 ㈱春木堂 〒371-0855　前橋市問屋町1-9-7 代表取締役社長
TEL027-252-2345　FAX027-252-2344 鈴　木　伸一郎

42 ㈱東日本技術研究所　 〒370-0841　高崎市栄町18-4　武山ビル2F 代表取締役
TEL027-387-0588　FAX027-387-0586 鈴　木　茂　夫

43 東日本電信電話㈱　群馬支店
〒370-8666　高崎市高松町3 支店長
TEL027-326-0641　FAX027-320-1541 五十嵐　克　彦

44 ㈱日立製作所　群馬支店
〒370-0841　高崎市栄町16-11　高崎イ－ストタワ－4F 支店長
TEL027-324-6451　FAX027-324-4499 神　田　昭　夫

45 藤田ソリューションパートナーズ㈱
〒370-0069　高崎市飯塚町1174-5 代表取締役社長
TEL027-361-7111　FAX027-361-4070 藤　田　　　実

46 富士通㈱  群馬支店 〒370-0841　高崎市栄町14－5　内堀ビル 支店長
TEL027-325-1212　FAX027-323-4483 安　藤　直　樹

47 ㈱プランニング 〒371-0817　前橋市橳島町161-5 代表取締役
TEL027-290-3232　FAX027-290-3233 町　田　英　之

48 日本マイクロソフト㈱ 〒370-0849　高崎市八島町58-1　ウエスト・ワン　ビル 地域営業統括
TEL027-345-8600　FAX027-345-8610 浅　野　秀　昭

49 ㈱前橋大気堂 〒371-0023　前橋市本町2-2-16 代表取締役社長
TEL027-231-1661　FAX027-234-3221 降　旗　栄　二

50 マクロ㈱ 〒370-0044　高崎市岩押町5-24 代表取締役社長
TEL027-326-7077　FAX027-326-6700 竹　内　　　健

51 ㈱モザイク 〒371-0024　前橋市表町2-18-19　カーニープレイス前橋4F 代表取締役
TEL027-220-1764　FAX027-220-1765 浅　見　秋　美

52 ㈱本島ビジネスセンター 〒370-0829　高崎市高松町12 代表取締役社長
TEL027-322-4673　FAX027-325-0612 本　島　久仁倫

53 ㈲山　翔 〒372-0855　伊勢崎市長沼町613-7 代表取締役
TEL0270-31-1447　FAX0270-31-1461 山　川　幸　洋

54 リード㈱ 〒379-2154　前橋市天川大島町3-60-1 代表取締役社長
TEL027-263-3234　FAX027-263-3380 大　野　敏　夫

55 ㈱リサージュ 〒379-2121　前橋市小屋原町1419-3 代表取締役社長
TEL027-280-8125　FAX027-280-8129 五十嵐　　　敦

56 ㈱両毛システムズ 〒376-8502　桐生市広沢町3-4025 代表取締役社長
TEL0277-53-3131　FAX0277-52-0188 秋　山　　　力

57 ㈱両毛ビジネスサポート 〒376-0013　桐生市広沢町5丁目1633番地 代表取締役社長
TEL0277-70-6600　FAX0277-70-6605 立　木　留　吉

　［平成24年2月1日現在（50音順）］
ホームページをご覧になる場合は、GISAホームページ（http://sunfi eld.ne.jp/gisa/）の「会員名簿」をクリックして下さい。（一部未掲載あり）
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第20回ぐんま情報化フォーラム
講演テーマ「大震災に学ぶ危機管理」
　平成23年10月27日(木)前橋テルサホー
ル(前橋市千代田町)において、第20回ぐん
ま情報化フォーラムを開催致しました。本年
は、「大震災に学ぶ危機管理」をメインテーマ
に２部構成となりました。本フォーラムは、
今年で第20回を数えますが、第40回のアニ

バーサリーである国の情報化月間の登録事業であり、県民の情報化に関する意識の向上や地域
情報化の促進、及び情報力強化の気運を高めることを目的として開催しております。今年も会員、
一般、大学生等約200名超の来場者があり、開会式では秋山力会長の挨拶に続き、ご来賓の群
馬県産業経済部長代理商政課長須藤文規様、前橋市長代理副市長斎藤秀美様よりご祝辞をいた
だきました。

講演Ⅰ　　講師　陸上自衛隊第12旅団副旅団長兼相馬原駐屯地司令　1等陸佐　武藤　正美氏

講演Ⅱ　　講師　株式会社日立コンサルティング　テクニカルディレクター　加藤　誠氏

＊＊＊東日本大震災において情報が果たした役割＊＊＊
　陸上自衛隊第12旅団は震災発生直後から、長期間にわたり
福島県において、災害支援活動と原発事故に対処しました。
災害発生直後、情報が錯そうし、原発の状況も不明な中、な
により被曝の危険性を厭わずに多くの人名を救助・災害復旧
活動に従事しました。今回の講演では、その体験に基づく実
践活動を、写真やグラフを多く活用して、わかりやすく、説
得力そして迫力ある内容でした。参加者からは、自衛隊員の
活動に更なる感謝の気持ちと感動を覚えた等多くの感想が寄せられました。講師の第12旅団副
旅団長武藤正美氏から、自身の座右の銘でもある、大切な言葉を紹介いただきました、「君達は
自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。
きっと非難とか叱咤ばかりの一生かもしれない。御苦労だと思う。しかし、自衛隊が国民から
歓迎されちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡の時とか、 災害派遣の時とか、
国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなのだ。言葉を換えれば、君達が日陰者である
時のほうが、国民や日本は幸せなのだ。どうか、耐えてもらいたい」大変心に響いた、印象的
な講演でした。

＊＊＊事業継続性を向上する業務基盤の確立に向けて＊＊＊
　BCM（事業継続管理）とBCP（事業継続計画）との切り口
により、事業継続戦略（あるべきBCPの位置づけ）及び事業
継続性の強化について、ご講演いただきました。
　企業等の組織は、社会に対する製品・サービスの提供とい
う重要な役割を果たしており、その継続は、自社だけの問題
に留まりません。近年、防災対策から進んで、「被災時等に企
業組織の重要な業務を許容内で継続する」事業継続計画の策
定が取り組まれておりましたが、東日本大震災において未曽有の災害が発生した結果、この事
業継続に向けた取り組みの、更なる強化・推進の必要性が叫ばれております。今回の教訓を踏
まえて、今後の企業・組織における事業継続の取り組みについての講演内容は、参加者から、
BCPに関する考え方、取組方について整理することができた、情報にも事前の対策を練ること
の大事さが強く身にしみましたとの感想が寄せられました。　
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開催日・場所　平成23年11月４日（金） ビエント高崎　602号
参　加　者　　学校22校／23名、企業10社・スタッフ を含め／14名
　大学等就職指導者と企業採用担当者との就職情報交換会は、魅力あ
る情報サービス産業をアピールするとともに、情報サービス業界を大

学等就職指導担当者の方々により理解
していただき、一人でも多くの優秀な
人材を業界に獲得する目的に開催され
ています。回を重ね９回目となりましたが、今回も出席者の率直
かつ熱心な意見交換で、有意義な情報交換の場となりました。学
校側からは、依然として、厳しい就職活動状況と各企業の内定ま
での選考基準等、大変ナイーブな問題に、質問が集中しました。

企業担当者からは、採用活動で、率直に感じたことや学生へ望むことを、親身に、時に厳しい
アドバイスがありました。質疑応答で、学校側から要望がありました、「企業が望むコミュニケー
ションとは」に、参加企業の採用担当者がフレームワークにまとめた貴重なご意見をいただき
ましたので、後日学校側にメールにてお送りいたしまし
た。採用環境への課題はまだまだ多く、それぞれの動向
を熟知して、継続的に両者の情報交換や信頼関係づくり
の場を設けて、その課題解決に役立てていただけるよう、
次回もより多くの企業に参加をお願いします。

講　　師　　前橋税務署　審理専門官　川合　孝 氏　
開 催 日　　平成23年12月21日（水）
開催場所　　群馬県勤労福祉センター　第３会議室
参 加 者　　24名（経営者、財務担当者、ビジネス部会員）
　平成23年度の法人税制改革に伴う改正政省令も織り込んだ最新情報

をソフトウェア産業に特化して、主に中小企
業向けの実務的な考え方や適用基準を前橋税
務署審理専門官にお話しいただきました。租税特別措置法に規定する
特定のソフトウェアの取得に関する特別償却又は税額控除制度や、寄
付金控除、交際費等、税務調査の場合のポイントや事例を交えた内容
でした。基本を理解することが、節税対策になり、経営者及び財務担
当者には大いに活用していただきたい内容でした。

「下請代金支払遅延等防止法及びガイドライン等の概要について」

「ソフトウェア産業と税」

講　　師　　大槻経営研究所 代表 大槻 輝征 氏(中小企業診断士)　  
開 催 日　　平成23年９月13日（火）
開催場所　　群馬県勤労福祉センター　第３会議室
参 加 者　　25名（ 会員会社の経営者、総務･人事担当者、ビジネス

部会員）
　下請代金支払遅延等防止法の親事業者が守
らなければならない４つの義務、親事業者の行ってはいけない11の禁
止行為を中心に適正な取引の実現を目的に、また、認識不足での違反
等がないように、下請代金支払遅延等防止法の遵守を再度確認するポ
イントを解説いただきました。
【本セミナーは、中小企業団体中央会の協力をいただきました。】

ビジネスセミナーⅠ

ビジネスセミナーⅡ

大学等就職指導者と企業採用担当者との就職情報交換会
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　平成23年11月４日開催の就職情報交換会にて、
柿沼恒雄ビジネス部会長より、平成24年度ＧＩＳＡ合同会社説明会の開催休止について、
お詫びと報告がありました。休止理由については、会員企業向けアンケートを実施したと
ころ、参加企業数が少なく、同様のイベントを他機関でも実施している等によること。また、
次年度以降については実施方法等も含め再考させていただきますとの報告がありました。
開催に向け、アンケートをお寄せいただきました、また、参加連絡をいただきました企業
の皆様には、大変申し訳ありませんが、平成24年４月のＧＩＳＡ合同会社説明会は休止と
なります。

合同会社説明会24年度休止

人材育成技術・マメネジメント研修
平成23年９/29～平成24年１/29の間14日間で、７講座を開講
第１講座・第２講座　ソフトウェア・エンジニアリング（レビュー技術）（テスト設計）
第３講座・第４講座　プロジェクト管理技法（基礎編）・（実践編）
第５講座　データベース基礎
第６講座　技術者の対人スキルとライフデザイン
第７講座　ビジネスプレゼンテーション

　この研修は、県内の情報化を
リードし、情報サービス産業界全
体のレベルアップのための人材育
成支援の中心事業として実施して
おります。精選された、効果的で
質の高い講座を、地元で安価で受けられることで、例年大変定評
のある研修です。また、同業他社の受講者とは良い緊張感の中で
情報交換や交流の場ともなっています。いずれの講座も、より実

践的で、演習やグループ討議が多く取り入れられた研修で、グループ討議や発表では、いろい
ろな視点や考え方、意見を聞くことができて大変新鮮であったとの受講者の評価が多くありま
した。今年は、新規にビジネスプレゼンテーション講座も開設しました。受講総数は、199名
となり、今年度も大変人気のある研修になりました。各講座ともに教育技術部会員の支援をい
ただきました。

※ 　教育技術部会では、各研修終了後、受講者を対象にアンケートを実施しております。その
調査結果を来年度の研修に反映させ、皆様のニーズに添った企画を提案させていただくつも
りでおります。ご期待ください。ぜひ、次年度も、地元で良質なＧＩＳＡ研修を体験してみ
てください。

平成24年４月１日社団法人群馬県情報サービス産業協会は一般社団法人へと移行予定です

　平成23年５月12日第21回通常総会において、一般社団法人群馬県情報サービス産業協会への
定款変更、公益目的支出計画の承認をいただき、平成23年６月14日付けをもって群馬県知事あ
てに移行申請を行い、平成23年８月30日群馬県公益認定等審議会より、一般社団法人移行の認
可基準に適合との答申書をいただきました。群馬県知事の認可後、平成24年４月１日一般社団
法人の設立登記を行い、一般社団法人群馬県情報サービス産業協会へと移行予定です。
　一般社団法人への移行後は、情報サービス産業の振興のために、今まで以上に自由な活動が
できるようになります。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
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社　名：株式会社モザイク
所　属：システムソリューショングループ
氏　名：飯島　由加里
①　毎日のサポートのまとめをしたり、ＨＰの更新やシュミレー

ションシステムの作成を行ないながら、プログラミングについ

て日々学んでいます。

②　読書です。

③　初めてのお給料で家族に夕食をごちそうできたことです。

　　今後も今までの感謝を返せていけたらよいと思います。

④　知識や技術力を高め、人から頼られるくらい仕事ができるようになりたいです

社　名：株式会社沖情報システムズ
所　属：プラットフォームビジネス統括部 ECP-BU開発第三チーム
氏　名：須藤　健士
①　FA機器のハードウェア開発（回路設計、FPGA開発など）を行っ

ています。

②　入社を期に群馬県へと引っ越してきたので、休日は自転車で知

らない土地へと散策に出かけています。先日も白衣観音まで足

をのばし、大きな観音様の迫力を間近で体感してきました。

③　入社して初めて開発に携わったプロジェクトで、最初は右も左

も分かりませんでしたが、一生懸命調べて、考えて、やっとの思いで開発した回路が、問

題なく動作してくれたことです。

④　今はとにかく、少しでも多くの知識や技術を習得し、技術者としてのスキルアップを目指

しています。そしてゆくゆくは、周囲の人達からも頼ってもらえるような技術者になりた

いと思っています。

① 現在の仕事の内容
② 趣味（特技）
③ 入社後一番うれしかったこと
④ 今後の抱負（夢）

我我がが社社ののフレッシュフレッシュさんさん
（敬称略）

ＧＩＳＡ
合同新入社員研修会開催案内

“ＩＴ企業先輩
インストラクターから学ぶ”

　今年もＧＩＳＡ合同新入社員研修会
はビジネスシミュレーション研修です。
同業種に就職した同世代の若者が一同
に会し、経営の疑似体験を行うマネー

ジメント研修です。基本的なビジネスマナーやコミュニケーションの基本原則を確認し、行
動を強化することをねらいに、他社混成のグループを編成し、仕事の仕組みや企業間競争を
疑似体験し、顧客志向・利益志向型人材の育成を目指すもので、緊張感と活気あふれる研修
です。会員各社の多くの新人の参加をお待ちしています。≪会員会社には、メールにてご案
内しますが、内容等の詳細は事務局へお問い合わせください。≫
日　程　平成24年４月19日（木）・20日（金）　２日間
会　場　 群馬県勤労福祉センター　現地集合・現地解散・ＪＲ前橋大島駅（北口）から徒歩

15分・駐車場200台
受講料　9,000円／２回分の昼食代を含みます。
対象者　新入社員の方。既に社員となっている方でも結構です。　定　員　70名



10

会員情報

●株式会社ジー・エム・ケー
　グループ内の組織再編により、2012年
１月１日よりグループ会社である株式会社
ＯＰＥＮＥＲ（オープナー）に情報通信部
門を承継することになりました。今後とも
よろしくお願いいたします。
ＵＲＬ：http://www.opener.co.jp

●株式会社クライム（本社：前橋市）
　システム品質を確保する上で重要なレ
ビューの開催を総合的に支援するツールと
して開発した「C-Review Support」の製
品ラインナップに、この程クラウド版を新
たに加えました。クラウド版をご利用いた
だくことで場所を選ばずに遠隔地間でのレ
ビュー開催が可能になります。

サンフィールド・インターネットでは
　地域ナンバーワンプロバイダーを目指し、法人様
向けに各種サービスを提供しております。独自ドメ
イン名を利用したレンタルサーバーサービス（バー
チャルホスティングサービスPlus）やホームページ
製作などお気軽にご相談ください。

新規会員募集
　入会は、随時受け付けております。協会の活動に
賛同又は興味をもたれた方は、事務局までお問い合
わせください。
社団法人群馬県情報サービス産業協会　事務局
TEL027-226-7165　Ｅmail gisa@sunfi eld.ne.jp

　「絆」昨年ほどこの文字を改めて考えさせられたこと
は無かったです。仮に自分の身の回りであのような災害
が起こった場合、果たして私にその「絆」はしっかりと
結ばれているのであろうか？私はその「絆」が頑丈であ
れば“未来への自分の存在”を寄り一層深められるので
はないかと思います。それは家族との「絆」であり、職
場での「絆」であり、そしてこの地上に生を受けたもの
同士の「絆」です。今更って感じですが、皆さんも「絆」
の意味を改めて考えてみては如何でしょう？ 降旗

編　集　後　記

☆新入会員紹介  正会員(敬称略) 

株式会社  モザイク 
代表取締役　浅見秋美


