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第２６回通常総会開催
平成27年５月14日㈭

　第26回通常総会は、群馬県産業経済部商政課長上原英之様を来賓に迎え、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35名（内書面による
出席者12名）の審議により、全会一致をもって承認可決されました。審議・決議された議案は
次のとおりです。

　第1号議案　　平成26年度事業報告承認の件
第2号議案　　平成26年度決算報告承認の件
第3号議案　　平成27年度事業計画報告の件
第4号議案　　平成27年度収支予算報告の件

会員の会
　平成27年５月14日㈭、第26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、情報交換の場としてご活用いただき今回６回目となります会員交流事業「会員の会」
を実施しました。21名の参加をいただき、賑やかで、終始和やかな打ち解けた雰囲気のなか、
会員相互の情報交換や本音の意見交換で親睦を深めました。

総務部会　部会長　青木 規夫氏（㈱日東システム開発　代表取締役社長）
構成会員会社　(順不同)
㈱両毛システムズ
荒瀬印刷㈱
㈱オオタヤ
㈱高崎共同計算センター
㈱アイメックス
㈱群電
サンデンシステムエンジニアリング㈱
㈱ジーシーシー
㈱前橋大気堂
㈲コムウェア
㈱東芝 北関東支店

　GISAは４つの部会で、各事業を企画運営しています。（各部会の担当事業紹介は次頁です。）
部会活動を円滑に進行するために、すべての部会において、年度途中ですがメンバーを新たに
募集します。全会員会社の部会支援をよろしくお願いいたします。ぜひ、他社の会員会社との
交流や懇親の場からビジネスチャンスを、また情報交換にご活用ください！会員各社からGISA
部会活動に一人でも多くの皆様が参加されますよう多数のご応募をお待ちしています。

ＧＩＳＡ部会への参加を広く募集
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フォーラム部会　部会長　富澤 秀人氏（サンデンシステムエンジニアリング㈱顧問）
構成会員会社　(順不同)
サンデンシステムエンジニアリング㈱
㈱創美社、㈱高崎共同計算センター
コンピュ－トロン㈱、㈱ジーシーシー
情報システム㈱、ユニオンシステム㈱
電通システム㈱、㈱高崎情報サービス
㈱両毛インターネットデータセンター
日本電気㈱群馬支店
東日本電信電話㈱群馬支店
㈱本島ビジネスセンター
㈱シー・エス・エム

教育技術部会　部会長　秋山 力氏（㈱両毛システムズ　代表取締役社長）
構成会員会社　(順不同)
㈱両毛システムズ
㈱ジーシーシー、リード㈱
ぐんぎんシステムサービス㈱
㈱アドテックス
㈱高崎共同計算センター
システム開発㈱
㈱プランニング
㈱両毛ビジネスサポート
㈱トムスシステム
システム・アルファ㈱

ビジネス部会　部会長　松下 弘明氏（㈱ジーシーシー　代表取締役社長）
構成会員会社　(順不同)
㈱ジーシーシー
㈱アイエムエス
朝日印刷工業㈱
コンピュ－トロン㈱
システム・アルファ㈱
日本電気㈱ 群馬支店
㈱スリーアイ
㈱リサージュ
㈱両毛システムズ

興味のある部会がありましたら、お問い合わせはGISA事務局 小笠原まで

メンタルヘルス対策　取り組んでいますか？
◆◇ビジネス部会企画のメンタルヘルスセミナーのご案内◆◇

　経営者及び管理職、総務・人事労務担当者をはじめ多くの方を対象とします。会員の皆様
には既にメールでご案内しています、皆様の参加申込をお待ちしております。不明な点は、
遠慮なく、GISA事務局までお問い合わせください。
１.日　時　平成27年９月16日㈬　14時30分～16時
２.場　所　群馬県勤労福祉センター３F　第３会議室（前橋市野中町361-2　☎027-263-4111）
３.テーマ　「職場ストレスとストレス対処法」～　正しい知識と相談の受け方　～
４.講　師　日本保健医療大学　保健医療学部　看護学科　教授　関根 正氏
５.受講料　無　料
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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）

人材育成研修のご案内 会場…群馬県勤労福祉センター　※掲載は日程順ではありません。

※ 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ことで、例年人気が高く、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で、より確実なスキル習得を目指して、レ
ビュー・テスト技法の２講座があります。第５～８講座は、職種を問いません、マネジメント研修４講座はすべて新設です。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。

研修名 日　程 対象者 受講料
（会員）

受講料
（非会員）

第１講座　（レビュー技術）
ソフトウェア・エンジニアリング

10月６日㈫９:30-17:00
10月７日㈬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

10,000 16,000

第２講座　（テスト設計）
ソフトウェア・エンジニアリング

11月17日㈫９:30-17:00
11月18日㈬９:30-16:30 10,000 16,000

第３講座
プロジェクト管理技法修得（基礎）

９月10日㈭９:30-17:00
９月11日㈮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

10,000 16,000

第４講座
プロジェクト管理技法修得（実践）

11月12日㈭９:30-17:00
11月13日㈮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 10,000 16,000

第５講座
プレゼンテーション研修

10月15日㈭９:30-17:00
10月16日㈮９:30-16:30

プレゼンテーションスキルの向上を目
指す社員向け 20,000 30,000

第６講座
課題解決力向上研修

11月４日㈬９:30-17:00
11月５日㈭９:30-16:30 課題解決に関心のある社員向け 20,000 30,000

第７講座
顧客ニーズ創造研修

10月29日㈭９:30-17:00
10月30日㈮９:30-16:30 IT業界の若手・中堅技術者やリーダー 20,000 30,000

第８講座
交渉力向上研修

11月25日㈬９:30-17:00
11月26日㈭９:30-16:30 IT業界の若手・中堅技術者やリーダー 20,000 30,000

※　先着順にて現在受付中（すでに締切講座もあります）。問い合わせは、事務局 小笠原（027-226-7165）　までお願いします。

これからの協会事業（担当部会別） ※一部終了または変更の場合があります。

事業名 概　　　要 日　程 会　場

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28年１月18日㈪
15:45～17:25

前橋テルサ
けやきの間 ８Ｆ

賀詞交歓会 行政・関係機関・学校・報道関係者を交え、協会
会員間の親睦交流

平成28年１月18日㈪
17:30～           

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
強化を行う合同新人研修

平成28年４月14日㈭・
15日㈮

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 　富澤秀人（サンデンシステムエンジニアリング㈱　顧問） 担当　根岸康之（サンデンシステムエンジニアリング㈱）

第24回ぐんま
情報化フォーラム

テーマ   マイナンバースタート！
　 ―セキュリティーと広がる利活用―
講演テーマ　
　－ マイナンバー制度のセキュリティーとその仕

組み、マイナンバーカードの民間での利活用
について－

講　師　前橋工科大学 地域連携推進センター
　　　　特任教授　柴田 喜樹氏

10月21日㈬
13:40-15:30

前橋テルサ
２Ｆ ホール

ビジネス部会 　部会長 　松下弘明　（㈱ジーシーシー 代表取締役社長）担当　下田玲子（㈱ジーシーシー）

ビジネスセミナー

テーマ　メンタルヘルスセミナー
「職場ストレスとストレス対処法」
講　師　日本保健医療大学　保健医療学部
　　　　教授 関根 正氏　

９月16日㈬
14:30～16:00

県勤労福祉センター
第３会議室

テーマ　「労働者派遣法改正について」
講　師　㈱日立製作所　 12月初旬 県勤労福祉センター

第４会議室

就職情報交換会 県内及び近県学校の就職指導担当者との情報交換
会 11月19日㈭ ビエント高崎

602研修室
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第24回ぐんま情報化フォーラム

「マイナンバースタート！」
 ― セキュリティーと広がる利活用 ―

入場無料◇ 平成27年10月21日㈬13：40 ～ 15：30  　◇ 前橋テルサ　2Ｆ　テルサホール

「マイナンバー制度のセキュリティーとその仕組み、
マイナンバーカードの民間での利活用について」

講演テーマ

　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24回を迎えました、本年のぐんま情報
化フォーラムは、いよいよスタートするマイナンバー制
度を、その利活用に関する実証事業も推進されています、
前橋工科大学地域連携推進センター柴田喜樹教授に、セ
キュリティーから見た海外の状況や日本の仕組みの先進
性と安全性についてわかりやすく解説していただき、更
にマイナンバーカードの民間での利活用についてご紹介
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。

※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　Ｅmail　gisa@sunfield.ne.jp

講師　前橋工科大学
地域連携推進センター　特任教授　柴田喜樹氏

就職情報交換会ご案内
≪就職・採用環境は常に変化しています≫

　ビジネス部会では群馬県内及び近県の大学、
高専、短大、専門学校の就職指導者と各社採
用担当者を対象に今年度で11回目になります
就職情報交換会を実施します。
開催日　　平成27年11月19日㈭
会　場　　ビエント高崎　602研修室
　　　　（JR高崎問屋町駅西口下車徒歩5分 ）
※詳細は、GISA事務局からのご案内にてご確認ください。

GISA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。
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刺激受け高めあう他社同期との２日間
平成27年4/16㈭～ 4/17㈮

GISA合同新入社員研修

　今年度は、各社採用数の増加により、16社96名の参加を
いただきました。競合他社同期96名が一堂に会するのは壮
観で、研修では、互いによい緊張感がうまれ、企業を超えた
グループワークや仮想企業対抗のロールプレイでは刺激しあ
い、 前向きな競争意識も芽生え、効果の高い研修であったと
感じました。今回の研修も、プレゼンテーション実習の審査
等々、会員各社の採用・教育担当者の方々に他社の先輩とし
ての貴重な助言も多くいただき、大変充実した研修になりました。また、本研修に関心をおも
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28年度GISA合同新入社員研修日程決まる
期　日 　平成28年４月14日㈭・15日㈮
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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我が社の さんフレッシュ
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）

㈲コムウェア　システム開発課　　藤田　裕貴
① プログラムの修正、ドキュメント作成などを行っています。
　 知識が未熟なため、日々先輩社員や上司から指導を受けて自分自身に

足りないものを補い作業をしています。
② 趣味はサイクリングです、風を感じながら力の限り駆け抜けると言い

表せない解放感と達成感が得られるので暇を見つければ行っています。
また、そのついでとして行く先々で美味しいものを食べ歩く事も楽し
みの一つになっています。

③ プログラムの修正などで、毎日先輩社員から教えを受けて、ほんの少
しでも自分が成長できていると感じたときです。一日一日では本当に
些細な違いで、いまだ未熟ではありますが少しずつでも成長できるよ
う頑張ります。

④ まだ知識も技術も身についていないため、今は少しずつ学んだものを積み重ねて、まずは先輩社員や上司に
負担や不安をかけすぎない程度に成長したいと考えています。

ユニオンシステム㈱　開発部　　小渕　祐
① 現在の仕事内容としてはお客様に納品させて頂いているプログラムが

正常に作動しているかどうかを調査する保守・運用などを行っており
ます。

② 趣味はスノーボードで、冬の週末のほとんどは雪山に行っています。
主に群馬県内のスキー場に行っていますが、徐々に県外にも足を延ば
していきたいと思っています。

③ 初めて自分で組んだプログラムが設計書通りに動いてくれた事が一番
うれしかったです。経験者から見れば小さなことかもしれませんが、
その時の私にとっては大きな一歩でした。その時の気持ちを忘れずに
いることが大切だと改めて思うようになりました。

④ まずは社会人としてのマナーを身に付けること。次に会社の業務において、お客様のご要望に沿ったプログ
ラムの保守・運用をしていくこと。そして、日々学習。これが今後の抱負です。人生において学ばない時間
はないと思っているので、常に新しいことを学んで充実した人生を送っていきたいです。

㈱ジーシーシー　eSS開発二部　　金井 翔 
① 弊社で販売しているシステムの改修とシステムから出力される帳票へ

の項目追加、およびその動作検証が主です。お客様ごとにシステムの
画面や帳票に違いがあり、また複数人で作業を進めているため、ミス
を引き起こさないよう互いの状況や進捗をこまめに確認しあいながら
取り組んでいます。

② 球技が趣味で、最近は特にバスケットボールをやることが多いです。
近所の公園にリングがあり、色々な国の人、幅広い年齢の人がそこに
集まるので、毎回違う人と一緒にプレイできて楽しいです。

③ 同期でグループを作って作業に取り組む際にまとめ役を担当し、その
作業がひと段落ついた後にメンバーから感謝の言葉を頂いたことです。
もともとは人を引っ張るのが得意な方ではありませんでしたが、自信
がつきました。

④ 社内、社外を問わず頼られるような人になることです。同期に頼りにしてもらえることもありますが、分か
らないことばかりですし、先輩社員や上司の方と話し合う機会やお客様との直接のやり取りがまだそれほど
多くなく、知識も経験も不足しています。それらを少しずつ蓄えていき、いずれは何でも解決できるように
なりたいです。



会員情報
★代表者変更
株式会社　ジーシーシー
　代表取締役社長　松下弘明
★組織統合（埼玉オフィス）
株式会社日立製作所　関東支社　北関東支店　
　〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町1-10-16
　TEL 048-647-0051／FAX 048-643-3407

会員情報（新・敬称略）

このたび株式会社クライム（本社：高崎市）では業務
拡大に伴い開発拠点の神田事業所（TEL：03-5577-
5777）、営業拠点の池袋事業所（TEL：03-6907-2555）
を新たに開設し業務を開始いたしましたのでご案内申し
上げます。今後とも倍旧のご愛顧を賜りますようお願い
申し上げます。

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。

編 集 後 記
　私事ですが、本年７月１日付けで弊社代表取締役に就任し
ました。本来であれば←の会員情報に載せて頂くのがスジと
思いますが、協会への報告が遅くなりまして、かといって次
号に載せるのも遅いかと思い、編集後記に載せてしまいまし
た！申し訳ありません。
 まだ就任間もない身ではありますが、会社の代表者とい
うのはどのくらい大変かということを痛感しました。一つ
の組織をまとめ、運営し、安定かつ正しい方向へ導くとこ
の難しさは経験して初めて学習するものです。これは規模
や業種は関係ありません。すべての組織のトップは常に＂
LEADERSHIP＂が求められます。組織の＂LEADER＂がダメ
なところは組織全体が成功へのベクトルとは違う方向へ進ん
でしまいます。
 私はまだ＂LEADER＂としてはピカピカの一年生ですが、
協会や他の業界の交流を通してこれから沢山の事を学び、研
究し、実践してよき＂LEADER＂を目指したいと思います。
成功へのベクトルへ向かって。

 降旗　崇

協会だより


