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「第２４回通常総会」開催 平成25年５月17日（金）

　第24回通常総会は、群馬県産業経済部商政課長金井豊幸様を来賓に迎え、群馬県勤労福祉セ
ンター第３会議室にて開催されました。すべての議案について、出席会員38名（内書面による
出席者13名）の審議により、全会一致をもって承認可決されました。

第1号議案　平成24年度事業報告承認の件
第2号議案　平成24年度決算報告承認の件
第3号議案　役員選任の件
第4号議案　公益支出計画実施報告承認の件
第5号議案　平成25年度事業計画報告の件
第6号議案　平成25年度収支予算報告の件

　一般社団法人に移行して、２度目の本総会において、移行前の予定どおり、公益目的支出計
画完了が報告され、承認されました。今後は、事業活動の範囲が公益性に縛られることがなく
なりますので、より自由で柔軟な取り組みが可能となります。会員の共益活動を中心に、会員
企業へのサービスの向上及び情報化の促進・地域社会・経済への貢献を目的とする活動を目指
しますので、会員の皆様の変わらぬご協力をよろしくお願い致します。また、第３議案　役員
選任において、新たに就任されました、新理事に、挨拶と抱負を語っていただきました。また、
役員名簿を掲載します。

群馬県総合表彰
　平成25年群馬県総合表彰を当協会副会長、㈱日東システム開発　代表取締役社長　青木規夫
氏が、第24回総会を前に、群馬会館にて商工分野において受章されました。今回の受賞は、協
会の活動等を通じて、情報サービス産業振興に多大に貢献、また、その活動が認められ表彰に至っ
たものです。青木副会長は、平成3年当協会が発足当時より、理事として、現在は副会長として、
協会活動や情報サービス産業の発展に注力されております。心よりお祝いを申し上げます。
� （青木副会長近影は表紙上段左側）

会員の会

事務局長交代

　平成25年５月17日（金）、第24回通常総会終了後、「経営者同士の交流をビジネスチャンスへ」
を目的に、今回４回目となります会員交流事業「会員の会」を実施しました。参加者はこれま
での最高で25名の参加をいただき、賑やかで、終始和やかな雰囲気のなか、総会では出来なかっ
た各会員の情報交換を行うとともに、親睦を深めました。

　このたび群馬県情報サービス産業協会(GISA)の事務局長を拝命し
ました、ジーシーシーの坂

さか

田
た

雅
まさる

です。前事務局長の関口佳英氏の後任
として就任しました。さて、日本経済は長期にわたり低迷していまし
たが、昨今デフレからの早期脱却と経済再生を実現するため、所謂ア
ベノミクス「３本の矢」（大胆な金融政策，機動的な財政政策，成長戦略）
政策を背景に経済状況が好転しつつあります。内閣府の7月の月例経
済報告でも、『景気は、着実に持ち直しており、自立的回復に向けた動きもみられる。』となって
います。しかし、群馬県ではまだまだ景気回復の波はわずかであり、先行きの不透明感は否め
ません。その中で我々GISA会員企業の皆様が生き残り更に発展するため、GISA活動をとおし
て微力ながら尽力する所存です。宜しくお願いいたします。
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新理事就任ご挨拶 理事　株式会社　沖情報システムズ

代表取締役　穴田 則明　氏

　このたび理事に就任いたしました（株）沖情報システムズの穴田で
ございます。前任の鈴木の後を受け、微力ではございますがＧＩＳＡ
の活動に少しでもお役にたてるよう努力いたしますのでよろしくお願
いいたします。
　情報サービスの世界では、スマートフォンやタブレットといったモ
バイル端末が普及し、ソーシャルネットワーク、クラウドサービスさ
らにはスマートシティが話題になっています。そして、これらにより

収集、蓄積された大量の情報、ビッグデータの活用が次のテーマとしてあげられています。当
社は組込み系ソフト／ハードの開発・エンジニアリングサービスの会社として、情報の入り口
から、大量のデータを効率良く伝送し、有用な情報として提供するための技術に磨きをかけて
おります。これまで同様、ＧＩＳＡを通して地元企業の皆様と共に地域・業界の発展に努めて
参りたいと思っております。何卒よろしくお願いします。

一般社団法人群馬県情報サービス産業協会役員

役職名 氏　　名 会　　　社　　　名 会社役職

1 会　長 秋山　　力 ㈱両毛システムズ 代表取締役

2 副会長 岩崎　正弘 ㈱高崎共同計算センター 相談役

3 副会長 青木　規夫 ㈱日東システム開発 代表取締役

4 副会長 松下　弘明 ㈱ジーシーシー 代表取締役

5 理　事 都丸　和俊 ㈱オオタヤ 代表取締役

6 理　事 木村　清高 ㈱群　電 代表取締役

7 理　事 廣山　武雄 システム・アルファ㈱ 代表取締役

8 理　事 初谷　浩道 ㈱創美社 代表取締役

9 理　事 石川　　靖 朝日印刷工業㈱ 代表取締役

10 理　事 降旗　榮二 ㈱前橋大気堂 代表取締役

11 理　事 柳井　保平 コンピュ－トロン㈱ 代表取締役

12 理　事 富澤　秀人 サンデンシステムエンジニアリング㈱ 代表取締役

13 理　事 望月　明夫 ㈱ナブ・アシスト 代表取締役

14 理　事 伊東　　寛 日本電気㈱�群馬支店 支店長

15 理　事 穴田　則明 ㈱沖情報システムズ 代表取締役

16 理　事 阿久澤　公 荒瀬印刷㈱ 取締役

17 理　事 本島久仁倫 ㈱本島ビジネスセンター 代表取締役

18 理　事 西川　信彦 富士通㈱　群馬支店 支店長

1 監　事 猪熊　文二 ㈱クラフト 代表取締役

顧　問 松平　　緑 ㈱ジーシーシー 代表取締役

平成25年８月１日現在（順不同・敬称略）
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講座 日程 対象者 会場
受講料
（会員）

受講料
（非会員）

第１講座　
ソフトウェア・エンジニア
リング（レビュー技術）

10月29日（火）9:30-17:00
10月30日（水）9:30-16:30 基礎教育が完了している若手システム開

発者、システム開発の初級リーダ･サブ
リーダ

Ａ 9,000… 15,000…

第２講座　
ソフトウェア・エンジニア
リング（テスト設計）

11月26日（火）9:30-17:00
11月27日（水）9:30-16:30

Ａ 9,000… 15,000…

第３講座
プロジェクト管理技
法修得（基礎）

10月3日（木）9:30-17:00
10月4日（金）9:30-16:30

システム開発の初級サブリーダ・近々に
リーダ職に付く開発担当者・経験は豊富
だが基礎理論の補強を希望するリーダ

Ａ 9,000… 15,000…

第４講座
プロジェクト管理技
法修得（実践）

11月14日（木）9:30-17:00
11月15日（金）9:30-16:30

システム開発あるいはプロジェクトのサ
ブリーダ・リーダ

Ａ 9,000… 15,000…

第５講座　
リレーショナルデー
タベース（基礎）

平成26年
1月中で調整中

実務の中でデータベースを利用する
技術者

Ｂ 9,000… 15,000…

第６講座
若手社員の新ヒュー
マンスキル開拓セミ
ナー

9月26日（木）9:30-17:00
9月27日（金）9:30-16:30

ＩＴ業界の若手社員 Ａ 20,000… 25,000…

第７講座
中堅社員の新リーダ
シップ開拓セミナー

11月20日（水）9:30-17:00
11月21日（木）9:30-16:30

ＩＴ業界の中堅社員
(部下を持っている方）

Ａ 20,000… 25,000…

第８講座
ビジネス･プレゼン
テーション

10月17日（木）9:30-17:00
10月18日（金）9:30-16:30

ＩＴ業界の中堅社員 Ａ 20,000… 25,000…

人材育成研修のご案内 教育技術部会 ◇部会長　秋山力（㈱両毛システムズ 代表取締役社長）

◇担　当　松本裕（㈱両毛システムズ）

※定評ある講師による良質の研修を、安価で地元で受けられると言うことで、例年人気が高く、企業のエキスパー
ト人材育成には、欠かせない研修となっています。システム開発の現場で必要とされ、即時適用できる優先度の
高いソフトウェアエンジニアリング研修のより確実な習得を目指して、レビュー・テスト技法の２講座がありま
す。第６～８講座は、職種を問いません。非会員の方も、ぜひこの機会にＧＩＳＡの研修を体験してみてください。

Ａ　会場…群馬県勤労福祉センター　　Ｂ　会場…未定… ※掲載は日程順ではありません。

事業名 概　　　要 日程 場所
総務部会　　　　　◇部会長　青木規夫（㈱日東システム開発…代表取締役社長）
　　　　　　　　　◇担　当　富岡一雄（㈱両毛システムズ）

新春講演会 経営者セミナー
平成26年1月調整中
15:30～17:00

前橋テルサ
けやきの間…8Ｆ

賀詞交歓会 県・大学・報道関係者を交え、協会会員間の親睦交流
平成26年1月調整中
17:00～

前橋テルサ
つつじの間…9Ｆ

ＧＩＳＡ合同
新入社員研修会

同業他社との交流も含め、自社研修の補強、側面強化を行う
新人研修

平成26年4月17日
（木）・１8日（金）

群馬県勤労福祉
センター
第１・２会議室

フォーラム部会　　◇部会長　　岩崎正弘（㈱高崎共同計算センター…相談役）
　　　　　　　　　◇担　当　　後藤典行（㈱高崎共同計算センター）　

第22回ぐんま
情報化フォー
ラム

テーマ　オープン・イノベーション　−その背景と効果−
講演テーマ　…「なぜ今オープン・イノベーションが注目され

るのか？−その新しさと時代背景−」
講師　高崎経済大学　経済学部経営学科　関根……雅則…氏

10月24日（木）
13:30-15:30

前橋テルサホール
2Ｆ

ビジネス部会　　◇部会長　　松下弘明（㈱ジーシーシー…代表取締役専務）
　　　　　　　　◇担　当　　下田玲子（㈱ジーシーシー　）

ビジネスセミ
ナー

メンタルヘルスセミナー
講師　群馬県民健康科学大学　看護学部　准教授…関根正氏

9月17日（火）
15:00～16:30

群馬県勤労福祉
センター
第３会議室

ダイバシティ・マネジメントセミナー
講師　㈱日立製作所　人財統括本部　
ダイバーシティ推進センター部長代理　神宮純緒氏

11月28日（木）
15:00～16:30

群馬県勤労福祉
センター
第３会議室

就職情報交換会 県内及び近県の大学等の就職指導担当者との就職情報交換会 11月21日(木）
ビエント高崎
602研修室

これからの協会事業（担当部会）… ※一部終了または変更の場合があります。

※　先着順にて受付中。問い合わせは、事務局（027-226-7165）までお願いします。
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　ぐんま情報化フォーラムは、国の情報化月間に合わせて実施するもので、県内情報サービス
産業の振興を図り、地域経済、社会の発展に寄与することを目的としています。さて、第22回
を迎えました、本年のぐんま情報化フォーラムは、近年、企業が効果的なイノベーションを実
現するための手段として高い注目を浴びている、オープン・イノベーションについて講演をい
ただきます。当日参加も受け付けておりますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

第22回 ぐんま情報化フォーラム開催 入場無料

オープン・イノベーション
─…その背景と効果…─

◇ 平成25年10月24日（木）13：40～15：30  ◇ 前橋テルサ（テルサホール）

講演　「なぜ今オープン・イノベーションが注目されるのか？―その新しさと時代背景―」

講師　高崎経済大学　経済学部　経営学科　関 根  雅 則 氏

※　一般の方や学生の当日参加も自由です、お問い合わせは下記まで。

◇一般社団法人　群馬県情報サービス産業協会　…事務局…　前橋市南町２−５０−１　轟ビル３０２号

　TEL：027-226-7165　FAX：027-226-7164　E-mail：gisa@sunfield.ne.jp
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合同新入社員研修【総務部会】

平成２５年４/18(木)～４/19(金)

「競合他社の同期と力をあわせた刺激的な2日間」
　ＧＩＳＡ新人研修は、8回を数え、昨年に続き、ビジ
ネスシミュレーション研修（経営疑似体験）を実施し

ました。会場
で初めて会っ
た競合他社の
新人達との混
成チームで、
緊張の中にも、
コミュニケー
ションをとり、協力し合い、得点を競いました。大いに、
お互いが刺激を受け、自社研修では、なかなか得るこ
とのできない貴重な体験で、チーム活動の重要性を体

感し、新人自ら気づきを得る充実した研修となりました。今回もインストラクター・スタッフ
として全面的に協力をいただきました、参加
会員会社及び各社採用・教育担当者の皆様に
心より感謝いたします。
　教育を他社との合同研修として実施するこ
とによって、自社の成長のみではなく、業界
全体で人材育成を考えることが中長期的に県
内ＩＴ産業の成長につながり、結果的に各社
の成長につながるのではないかとＧＩＳＡは
考えています。

　本研修は３回目でしたが、まだまだ改善の
余地もあり、研修の成果については今後の研
修参加者のこれからを見ていただくことだと
思いますが、ぜひ考えに共感していただける、
関心をお持ちくださる企業の皆様、お気軽に
お声がけいただければうれしく思います。お
待ちしています。

☆平成２６年度の第９回合同新入社員研修日程決まる

期  　日�　平成２６年４月１７日(木)・１８日(金)

場　　所�　群馬県勤労福祉センター第1・2会議室

※会員の皆様には、詳細をメールにて後日ご案内します。
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社　名：株式会社クラフト
所　属：システム部
氏　名：横 室　智 隆
①　自治体様向けの住民税システムグループに配属になり、開発作
業に携わっています。

②　趣味は、サッカーとフットサルです。趣味に打ち込めると、生
活にメリハリを付けることができると思いずっと続けています。

③　この４月に初めて給料を頂いたときです。学生時代のアルバイ
トとは異なり、就業して収入を得るということを実感できました。

④　知識と技術を身に付け早く戦力の一員になれるよう頑張り、社会人として、お客様・職場
の役に立てるように努めていきたいです。

社　名：株式会社スリーアイ
所　属：技術部
氏　名：井 上　智 裕
①　ECサイトの構築を行っています。
　　まだ覚えることがたくさんありますが、少しずつ経験が蓄積さ
れているのを実感できます。作業の幅もひろくやらせていただ
けて、成長するにはもってこいの環境だと思います。

②　音楽が好きです。
　　最近部屋の模様替えをして、より快適に音楽を楽しめる空間を
作ろうとしています。それに伴って家具を見たり部屋のレイア
ウトを考えることも楽しくなってきました。

③　自分の実装したものが無事動作するのを確認した時です。
　　仕事のタスクとしての製造は、今まで学んできた中で行ったコーディングとは違う満足感
を与えてくれました。

④　知識を増やし仕事を一人でもスムーズに消化できるようになること
　　仕事を終えるスピードを上げること
　　仕様の確認作業など、対人関係の作業をより効率的に行えるようになること　以上が今考
えている今後の抱負です。

社　名：株式会社　モザイク
所　属：ソリューションシステムグループ
氏　名：カドカ．サンジープ
①　現在プログラミング言語の勉強を兼ねて会社の工数管理システ
ムを作っています。

②　海外旅行です。４カ国語（英語、日本語、インド語、ネパール語）
が話せます。

③　最初はＣ＃が大変で、先輩達に頼っていましたが、今は一人で
もＣ＃での開発ができるようになったこと。

　　会議やセミナーに参加して色々なことに携わることができて、
一人でできる仕事が少しずつ増えていること。

④　プログラミングの知識を高めながら、より良いシステムを作り、世界に貢献して行きたい
と思います。

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）

我が社のフレッシュさん
（敬称略）
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会員情報

代表者変更　(新・敬称略)
株式会社　高崎共同計算センター
代表取締役社長　井…上…彩　
株式会社　沖情報システムズ　
代表取締役社長　穴田…則明
株式会社　東芝　首都圏支社　
支社長　佐…藤…周
株式会社両毛ビジネスサポート
代表取締役社長　小…山…実
ぐんぎんシステムサービス㈱
代表取締役　田…島…篤

両毛インターネットデータセンターは群馬県にある
データセンターで安心・安全なインフラ環境の提供
を行っています。各種クラウドサービス、インター
ネットサービスプロバイダーにホームページ制作な
ど法人様向けのサービスを用意しておりますのでお
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。
会員の皆様、未加入の関係企業があり
ましたら、ご紹介いただきますようお
願い致します。また、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。
〒371-0805
前橋市南町2-50-1　轟ビル302号　
TEL　　027-226-7165
FAX　　027-226-7164
Email　gisa@sunfield.ne.jp　
URL　http://www.sunfield.ne.jp/gisa/

　今年の夏の甲子園大会、我が群馬県代表前橋育英高校が初
出場初優勝という、史上2度目の快挙で無事に閉幕しました。
　メジャー競技の全国高校選手権で前橋の学校が日本一に
なったのは初めてじゃないでしょうか？灼熱の甲子園の舞台
で、たくさんの感動を与えてくれた前橋育英高校野球部にこ
ころから感謝申し上げます。
さて、今年の夏は暑かったですね。まさに甲子園のような灼
熱状態。英語ではこのような熱い気候を”HEAT”と表現します。
　しかしながら業界の現状は”HEAT”ではなく”COLD”で
しょうか、未だ経済状況回復とは言えません。このお寒い”
COLD”を、甲子園での球児たちが繰り広げた”HEAT”を見
習い、オヤジたちの”HEAT”を見せる時です！と私は感じて
います。
　若者にゃまだまだ負けていられん!　その思いこそまさに”
HEAT”です！今回はこの言葉をこころに秘めて業界を皆で盛
り上げていきましょう。
　ちなみに筆者は40歳なのでオヤジという表現を致しました
が、20代30代の方々、俺らオヤジじゃねぇよ！とツッコミ
入れないでくださいね。
あなた方はさらに燃え上がる”HEAT”を期待していますから。
… 降旗　崇

編　集　後　記

新社屋完成！太陽光パネルの生み出すエネルギーに負けない仕事を！
　６月に竣工したジーシーシー新社屋。広大な屋根一面を覆い尽くすように
設置されているのが太陽光発電パネルです。大震災以降、再生可能エネルギー

の重要性が叫ばれていますが、地域貢献を目
的とする企業として当社も電力不足解消の一
助を担うべく設置を決断しました。設置した
太陽光パネルの最大発電出力は139.1kw。こ
れは一般家庭14軒分の消費電力/日を１時間

で発電することに相当します。私たち社員は７月中旬に新社屋に
移転し仕事を開始しましたが、太陽光パネルはそれより一足早く、
6/1から活動を開始しました。その結果、これまでの約２ヶ月間で
累計約36,000kwhもの発電をしてきました（8/7現在）。当社エ
ントランスホールには、その時点での発電量や再生可能エネルギー
の仕組みなどをディスプレイで紹介しています。ご来社の際には
是非ご覧ください。
　今日も真夏の太陽を一面に浴び、太陽光パネルは一生懸命に電
力を創り出しています。私たちも負けないくらい良い仕事をしな
ければ、です。
� ≪株式会社ジーシーシー　企画部企画G　 田村　元臣≫


