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　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とご協
力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　日本経済は、ＩＴ産業を中心とする輸出の
持ち直しや公共投資の増加、雇用・所得環境
の堅調な推移を背景に、緩やかな回復基調が
続いております。
　また海外では、米大統領選挙で大方の予想
に反してトランプ氏が勝利しました。金融市
場の混乱は短期間で収束しましたが、まだ全
世界への影響が不透明であり、金融資本市場
への影響を注視する必要があります。
　さて、ＩＴ業界ではｌｏＴ、ＡＩなど先進
技術を活用しての大きな改変が更に進むもの
と考えられます。一歩上の新たなステージが
そこに存在し、我々の活躍の場も広がるもの
と確信しております。
　こうした中、ＩＣＴは世界経済のすべての
産業の基盤であり、それを担うわれわれ情報
サービス産業は、重い役割と責任を担う使命
があると強く認識しております。
　群馬県情報サービス産業協会は、県内情報
サービス企業が業界の振興並びに地域の情報
化を推進し、県内産業の活性化を目指し活動
しております。国・県・市町村・ＪＩＳＡと
連携しながら、年間を通して各種イベントを
開催しています。当協会会員企業様はもちろ
んのこと、ＩＴ業界以外でも有用なイベント
を多数ご用意しておりますので、是非とも積
極的なご参加をいただきたく、よろしくお願
い申し上げます。
　結びに、関係各位の更なる飛躍とご健勝を
祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

　新年おめでとうございます。
　皆様におかれましては、日ごろから本県の
産業振興施策の推進にあたり、格別の御理解
と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年は、人口減少対策を土台に据えた「第
15 次群馬県統合計画」と「群馬県版総合戦略」
のスタートの年であり、魅力あふれる群馬の
実現に向かって順調にスタートを切ることが
出来ました。
　また、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」が放送
され、一昨年の「花燃ゆ」に続いて群馬を舞
台として取り上げていただいたことで、本県
の魅力を全国に発信することが出来ました。
　さて、昨年からマイナンバー制度がスター
トし、ＡＩやＩｏＴなどの先進的なＩＴが経
済社会の在り方を根底から変えつつありま
す。技術の飛躍的進展に伴い、ソフトウエア
の重要度はより一層高まっており、情報サー
ビス産業の活躍の場が大きく拡がっていま
す。
　皆様にはこうした技術や時代の変化を的確
に捉え、県内情報サービス産業の振興や地域
の情報化推進によって、県内の産業活性化に
向けて一層の御協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　結びに、群馬県情報サービス産業協会の更
なる御発展と、会員の皆様方の御健勝を祈念
しまして、新年のあいさつといたします。

会長　松下　弘明 部長　塚越　正弘

一般社団法人　群馬県情報サービス産業協会 　群馬県産業経済部

新年のご挨拶
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　講演会は、1月26日（木）前橋テルサ8階「けやきの間」において、永井酒造㈱代表取締役社長
6代目蔵元永井則吉氏を講師に迎え、「ブランド再構築と地方創生～川場村から世界へ～」をテー
マに、講演いただきました。アメリカ、フランス、シンガポール、他世界の名だたるレストラン
のシェフに直接永井社長が、売り込みをする「ＮＡＧＡＩＳＴＹＬＥ」は、ワインの世界観を参
考に、料理に併せて提供するものです。日本酒を世界のブランドにするという、永井社長のチャ
レンジをソフトな口調で明るく楽しそうに、日本酒そして地元川場の魅力を中心に、熱く語って
いただきました。参加者から、「日本が誇れる自然と文化に対する考え方に共感を得ました。哲

学→挑戦→失敗→工夫→達成→拡大→貢献どのステージでも、着
実ということを意識し展開していくことが重要と感じ、自身のビ
ジネスに置き換えてお話を聞くことができました。自己鍛錬をし
ながら夢を追い、夢を明確に創りだし、それを着実に実現してい
る永井社長から、たくさんのエネルギーをいただきました。2020
年のオリンピック・パラリンピックでは、ＡＷＡ日本酒乾杯酒の
実現をお祈りしております。」等の声が寄せられました。

　新春恒例のＧＩＳＡ賀詞交歓
会が1月26日（木）前橋テルサ
9階「つつじの間」において、
新しい年のスタートを祝い、開催されました。ご来賓及び会員の皆様111
名の出席をいただきました。まず協会を代表し松下弘明会長より、新年の
挨拶、次にご来賓の群馬県産業経済部長代理商政課長上原英之様、前橋市
長代理政策部参事大野誠司様よりご祝辞をいただきました。行政・マスコ
ミ・大学・関係団体より12名のご来賓の紹介の後、秋山力副会長の挨拶と
乾杯の音頭により懇談となりました。多くの皆様にご参加いただき、新春
の華やかさと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、新春講演会にて講演いただ
きました、永井酒造㈱代表取締役社長永井則吉様にもご出席いただき、
講演の中でご紹介いただきました、スパークリング酒、デザート酒他を
永井様自ら振舞っていただきました。中締めは、真塩副会長に挨拶とご
発声をいただきました。美味しいお酒を堪能された方が多かったようで、
威勢の良い三本締めでお開きとなりました。ご来賓、そして会員の皆様
に多数ご出席いただき、盛況な会になりましたこと、心よりお礼申し上
げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。　

群馬県産業経済部　商 政 課 長　 上原  英之様  
群 馬 県 企 画 部　情報政策課長　 延命　敏勝様
群 馬 県 企 画 部　情報政策課次長　 山口　和也様
群馬県産業支援機構　参 事　 瀬古  裕美様  
特定非営利活動法人ＩＴＣ群馬　理 事 長　 木島    隆様
特定非営利活動法人ＩＴＣ群馬　 富澤  秀人様

前 橋 市　政策部　参事　 大野　誠司様
前 橋 市　情報政策課長　新井　　剛様
群馬県中小企業団体中央会　常 務 理 事　木村　創造様
上 毛 新 聞 社　事 業 局 長　鎌田　一郎様
群 馬 経 済 新 聞 社　編 集 部　中野　博之様 
群馬大学　大学教育・学生支援機構　教授　結城　　恵様

新春講演会

賀詞交歓会

出席いただきましたご来賓  （順不同）

「ブランド再構築と地方創生」
 ～川場村から世界へ～
　永井酒造㈱　代表取締役社長　六代目　永井　則吉 氏
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　平成28年10月25日（火）前橋テルサホール（前橋市千代田
町）において、第25回ぐんま情報化フォーラムを開催致しまし
た。まず、講演に先立ち、開会式では松下弘明会長の挨拶に続
き、ご来賓の県産業経済部長塚越正弘様代理商政課長上原英之
様、前橋市長山本龍様代理大野誠司様よりご祝辞をいただきま
した。日本の成長戦略の柱としてますます重要度が高くなって
いる、ＩｏＴ活用が今回のフォーラムのテーマです。モノのイ
ンターネットと呼ばれるＩｏＴや人工知能ＡＩなどの言葉が世

界中で氾濫しています。そして、既にコンセプトの議論から、実装の段階にあるＩｏＴの活用お
よび「産業イノベーション」を実現させる取組み
について、事例をもとにビデオ等も交え紹介をい
ただき、過熱状態のなかで、その実態とこれから
の方向性を講演いただきました。参加者から、「新
聞やテレビでＡＩが取り上げられている回数がこ
こ最近多くなったし、ＩｏＴもよく耳にする身近
な話になってきていることを今回の講演でより感
じた。情報の見える化、個体管理をキーワードに
目指すもの、できることを考えていきたい。」等
の感想が寄せられました。

　ＧＩＳＡ人材育成研修は、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支援中心事業として実
施しています。今年度も技術系・マネジメント系、いずれも好
調な参加申込状況で会員会社以外からも含め、249名の方が受
講しました。特に技術系講座は、群馬県の補助金事業として実施しており、また、各社の研修に
組み込んでいるケースもあり、毎年多くの受講申し込みがあります。定評ある講師のもと実習や
グループ討議は、かなり実践的な内容となり、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、例年同様、大変好評を得た研修となりました。さらに、教育技術部会で
は、受講者アンケート結果を次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してお
りますので、ぜひ、地元で良質なＧＩＳＡ研修を体験してください。

講 師　日本電気株式会社 執行役員 エンタープライズビジネスユニット 担当　松下　裕 氏
講演テーマ　「ＮＥＣの考えるｌｏＴ時代の産業イノベーション」

ＧＩＳＡ人材育成研修９講座開講
（技術系４講座・マネジメント系５講座）

第25回ぐんま情報化フォーラム
社会を変える “ＩｏＴ活用”
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　ＧＩＳＡのメンタルヘルスセミナーは、メンタル不全の予防と早期対応、職場復帰支援などメンタ
ルヘルス対策について実務に役立つ研修です。今年6回目になりました。第1回目から欠かさず、参
加いただいている方もいますが、ほとんど例年参加者が異なりますので、各社から多くの方に参加

をいただき、知識や問題意識が共有されるようになった
のではないかと思います。継続していくことで、職場環
境の見直し等、その情報が必要な人に届き、抱えてい
るストレスが少しでも解消できるよう、セルフケアはも
ちろんのこと、管理職向けのラインケア、うつからの職
場復帰支援など、さまざまな役職の方に、状況に即した
内容を本セミナーから学んでいただければと思います。

　就職情報交換会は、情報サービス産業への理
解をいただき、学校と企業がそれぞれの動向を
熟知して、継続的に両者の情報交換や信頼関係
づくりの場として開催し、今回で14回目となり
ました。売り手市場を実感する学校側からは、
高い内定率や、概ね順調な就活の状況が紹介さ
れました。参加申込時に、予めいただいた学校
側からの質問には、参加企業より、求める人物
像やインターンシップ等、各社の取組みを丁寧
に回答いただきました。ここ2年連続で変更され
た就活の日程は当面は維持されるようですが、
毎年変化する採用環境への課題はまだまだ多く
ありますので、ＧＩＳＡの就職情報交換会が少
しでもお役立ていただければと願っています。

　平成29年1月の「改正育児・介護休業法」の施行により、「仕事と育児及び介護」の両立支援を
これまで以上に細やかに、柔軟に行なうことが求められるようになりました。今後の福利厚生の
あり方について考える機会として、「改正育児・介護休業法」への対応のポイント、ＮＥＣの両
立支援の取り組み事例等を基にお話をいただきました。

１ 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
２ 共愛学園前橋国際大学
３ 中央情報経理専門学校
４ 日本電子専門学校
５ 前橋工科大学
６ 高崎商科大学
７ 上武大学
８ 帝京大学
９ 高崎健康福祉大学
10 埼玉工業大学
11 関東学園大学
12 中央大学
13 太田情報商科専門学校
14 日本工業大学
15 日本工学院八王子専門学校

１ ㈱高崎共同計算センター
２ ㈱スリーアイ
３ システム・アルファ㈱
４ ㈱両毛システムズ
５ ぐんぎんシステムサービス㈱
６ リード㈱
７ ㈱ジーシーシー
８ コンピュートロン㈱
９ ㈱トムスシステム
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我が社の

①当社では、様々な企業のサポートを行っています。現在の私の仕事は、ヘルプデスク
業務が中心で、電話応対や機器のセットアップなどです。他にも、自治体関係の仕事
やＩＴの講師として、子どもたちにＰＣの操作を教えています。
②趣味は、料理です。自分の作った料理をおいしいと言って褒めてもらえたときは、今
よりも腕を上げようと思います。彩りや味付けを考えながら作るのが楽しいです。
③入社後嬉しかったことは、自分がやりたいと言えば、実際に任せてもらえることです。
やったことの無い仕事でも、周りに教えて頂きながら最後まで出来ると、自分の出来
る業務が増えたことを実感できます。
④自分の担当と言えるくらいの仕事を作りたいです。現在の業務の中で、これなら一人
でも分かるというものを作り、頼られるような人になるのが目標です。

●株式会社両毛ビジネスサポート　 ＩＴサービス２課　濵名　彩佳

①製造メーカーの社内システムの維持メンテナンスと様々なプロジェクトのテスト工程
を担当しています。
②趣味はネットゲームです。インターネットを通して友人と協力してゲームを進めるこ
とに感動し、高校生の頃から続けています。情報系の企業で働きたいと思ったきっか
けにもなりました。
③自分が担当したテスト工程から問題の検出ができたことです。自分がテスト工程を担
当した中で、問題を初めて検出できたのですが、その問題を納品前に対処することが
できたことを先輩社員から感謝された時は、とてもうれしく感じました。
④周囲の人から頼られる存在になることです。現在は専門的な知識や業務知識が不足し
ているため、自分ひとりでは進められない場面が多くあります。その場面で、丁寧に多くのことを教えてくださ
る先輩方には感謝や尊敬の気持ちがあり、自分もそのような先輩になりたいと感じています。また、後輩として
も尊敬する先輩方の助けになれるよう、自ら積極的に動き、より多くのことを吸収して、ひとりで出来ることを
増やしていきます。

●株式会社クライム　 ソリューション事業部　第２システム部　山口　修平

①学生募集システムのカスタマーサポートをしています。内容としては、導入されてい
る専門学校や短大の広報の方からの問い合わせ対応、機能使用提案や募集戦術のアド
バイスなどを行っています。問い合わせを下さる時はユーザーが困っている時ですの
で、ユーザー目線で親身に対応することを心掛けています。
②趣味はドライブとカメラです。休みになるとカメラ片手に景色のいいところを探しに
車を走らせています。今は上毛かるたの絵札になっている景色を探して、写真を撮り
に行っています。
③この仕事は、実際にシステムをご利用頂いているユーザーの方と直接お話しする機会
が多い仕事です。その中で、問い合わせ内容が解決した時や、新機能が追加されたと
きのご案内で感謝の言葉や喜びの言葉を頂いたときが一番嬉しいです。些細なことでも一つ一つ親身に対応して
いくことでユーザーとの信頼関係を築き、「ＮＳＤに連絡すれば解決してくれるはずだ」と思ってもらえるように
これからも頑張りたいです。
④頼りになるサポートといわれるように、ユーザーの立場に立ったサポートを心掛けたいと思います。そして、ユー
ザーの意見に耳を傾け、ユーザーとエンジニアとの架け橋になりたいと思っています。

●株式会社日東システム開発　 コンテンツ技術本部　コンテンツクラウド技術課　椎名　　亮

　　　　フレッシュさん　　　　フレッシュさん
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)

県内同業他社同期がチームメイトに県内同業他社同期がチームメイトに

　ＧＩＳＡの新入社員研修は、県内情報サービス業界に就職した新人が一
同に会し、混成グループを編成、緊張感と活気あふれるビジネスシミュレー
ション研修です。他社同期からの刺激は本研修の醍醐味でもあります。

　≪会員会社には、メールにてご案内、詳細は事務局へお問い合わせください。≫
日 　程　平成29年4月20日（木）・21日（金）2日間　
会 　場　群馬県勤労福祉センター　ＪＲ前橋大島駅（北口）から徒歩15分　・ 駐車場　約200台
受講料　15,000円／資料代・2日間の昼食（飲物付）等を含みます。
対象者　新人・既卒

Ｇ Ｉ Ｓ Ａ 合 同 新 入 社 員 研 修 ご 案 内
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一般社団法人群馬県情報サービス産業協会会員名簿　正会員　　51社
社　　　名 役　　職 代表者名 〒 所　在　地 電話番号 ＦＡＸ

㈱アイエムエス 代表取締役 尾高　一秀 379-2145 前橋市横手町222-2 027-226-1311 027-226-1313
㈱アイメックス 代表取締役 山口　　豊 379-2312 みどり市笠懸町久宮532-9 パステークガーデンＦ201 0277-32-3338 0277-32-3339
朝日印刷工業㈱ 代表取締役社長 石川　　靖 371-0846 前橋市元総社町67 027-251-1212 027-253-3475
㈱アドテックス 代表取締役社長 佐藤　弘男 370-1201 高崎市倉賀野町2454-1 027-320-2800 027-320-2333
荒瀬印刷㈱ 代表取締役社長 内藤　賢治 370-0077 高崎市上小塙町733 027-343-4132 027-343-8319
学校法人有坂中央学園 理 事 長 中島　利郎 371-0844 前橋市古市町1-49-4 027-253-5544 027-254-0605
㈱オオタヤ 代表取締役社長 都丸　和俊 371-0855 前橋市問屋町1-10-7 027-251-5217 027-251-5238
㈱ＯＰＥＮＥＲ 代表取締役 原澤　徹夫 372-0011 伊勢崎市三和町2742-3 0270-23-0616 0270-21-3999
㈱クライム 代表取締役社長 金井　　修 370-0841 高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー13Ｆ 027-395-5001 027-395-5002
㈱クラフト 代表取締役 眞下　　剛 371-0804 前橋市六供町1105-8 027-290-3511 027-290-3890
ぐんぎんシステムサービス㈱ 代表取締役社長 小林　啓介 371-0846 前橋市元総社町171-1 ぐんぎんリースビル4F 027-289-6000 027-210-7160
㈱群　　電 代表取締役社長 木村　清高 371-0805 前橋市南町1-10-10 027-224-1681 027-223-3334
㈱群馬電子計算センター 代表取締役社長 松平　　緑 379-2154 前橋市天川大島町1125 027-261-5057 027-263-1682
㈲コムウェア 代表取締役 濱田　博文 373-0801 太田市台之郷町601-2 0276-48-0811 0276-48-0815
コンピュートロン㈱ 代表取締役社長 柳井　保平 371-0855 前橋市問屋町1-11-2 豊栄問屋町ビル 027-253-3411 027-253-3643
サンデンシステムエンジニアリング㈱ 代表取締役 瀬下　文彦 372-0801 伊勢崎市宮子町3450-8 0270-21-9641 0270-21-5757
㈱シー・エス・エム 代表取締役社長 島崎　真澄 370-0845 高崎市新後閑町4-8 027-310-3311 027-310-3355
㈱ジーシーシー 代表取締役社長 松下　弘明 379-2154 前橋市天川大島町1125 027-263-1637 027-261-1445
システム・アルファ㈱ 代表取締役 廣山　武雄 371-0847 前橋市大友町2-23-5 027-253-1800 027-255-1540
システム開発㈱ 代表取締役 須藤　貞男 379-2234 伊勢崎市東小保方町3992-35 0270-62-5543 0270-20-2088
㈱システムハウスグローバル 取締役社長 浅川　岩雄 375-0016 藤岡市上栗須479-1 0274-23-8258 0274-24-4075
情報システム㈱ 代表取締役社長 高井　紀充 370-0032 高崎市宿大類町1461-1 027-350-1277 027-350-1278
㈱スリーアイ 代表取締役 池田　康雄 370-0857 高崎市上佐野町1085-3 027-324-6711 027-324-9588
㈱総合電子計算センター 代表取締役社長 松本　長光 370-0807 高崎市歌川町72 027-327-1500 027-327-0921
㈱創 美 社 会 長 初谷　浩道 371-0844 前橋市古市町1-4-3 027-251-6790 027-251-8744
㈱高崎共同計算センター 代表取締役社長 井上　　彩 370-0854 高崎市下之城町936-20 027-381-8700 027-310-1127
㈱高崎情報サービス 代表取締役 髙村　　正 370-0052 高崎市旭町44-2 旭町ビル502号 027-320-1190 027-320-1192
㈱たけのうち電器 代表取締役 竹之内正行 378-0051 沼田市上原町1756-381 0278-23-8111 0278-22-3668
㈱テクノソレイユ 代表取締役 齋藤　英男 370-0851 高崎市下和田町4-10-2 027-328-2313 027-328-2314
電通システム㈱ 代表取締役社長 嶋方　智之 370-0073 高崎市緑町2-12-8 027-361-3211 027-362-8311
㈱東芝　北関東支店 支 店 長 郡　　博敏 330-0802 さいたま市大宮区宮町1-114-1 ＯＲＥ大宮ビル 048-640-1106 048-640-1193
㈱トムスシステム 代表取締役社長 山口　拓夫 371-0222 前橋市上大屋町16-13 027-230-4100 027-230-4101
㈱ナブ・アシスト 代表取締役社長 望月　明夫 371-0846 前橋市元総社町521-8 027-253-1633 027-253-1589
日産車体コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長 大谷　秀一 254-0042 平塚市明石町2番20号 0463-22-7760 0463-21-8150
㈱日東システム開発 代表取締役社長 青木　規夫 373-0012 太田市清原町5-8 0276-37-8285 0276-37-8292
日本電気㈱　群馬支店 支 店 長 新井場幸夫 371-0024 前橋市表町2-9-9 明治生命前橋ビル 027-243-8080 027-243-8086
㈱春 木 堂 代表取締役社長 鈴木伸一郎 371-0855 前橋市問屋町1-9-7 027-252-2345 027-252-2344
㈱ビーオーエム 常務取締役 久保　純二 373-0026 太田市東本町28-3 宮下ビル3Ｆ 0276-55-0306 0276-55-0803
東日本電信電話㈱　群馬支店 支 店 長 日森　敏泰 370-8666 高崎市高松町3 027-326-0646 027-320-1541
㈱日立製作所 関東支社 北関東支店 支 店 長 長倉　一茂 330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-16 シーノ大宮ノースウィング 048-647-0051 048-643-3407
富士通㈱　群馬支店 支 店 長 堀　　　敦 370-0841 高崎市栄町14-5 内堀ビル 027-325-1212 027-323-4483
㈱プランニング 代表取締役 町田　英之 371-0817 前橋市橳島町161-5 027-290-3232 027-290-3233
㈱前橋大気堂 代表取締役会長 降旗　栄二 371-0023 前橋市本町2-2-16　 027-231-1661 027-234-3221
㈱本島ビジネスセンター 代表取締役社長 本島久仁倫 370-0829 高崎市高松町12 027-322-4673 027-325-0612
㈲山　　翔 代表取締役 山川　幸洋 372-0855 伊勢崎市長沼町613-7 0270-31-1447 0270-31-1461
ユニオンシステム㈱ 代表取締役 石井　國雄 371-0805 前橋市南町2-38-4 ＡＭビル3Ｆ 027-243-7022 027-243-7026
リ ー ド㈱ 代表取締役社長 塚越　智和 379-2154 前橋市天川大島町3-60-1 027-263-3234 027-263-3380
㈱リサージュ 代表取締役社長 五十嵐　敦 379-2121 前橋市小屋原町1419-3 027-280-8125 027-280-8129
㈱両毛インターネットデータセンター 代表取締役社長 北澤　直来 376-8503 桐生市広沢町3-4025 0277-40-2090 0277-40-2107
㈱両毛システムズ 代表取締役社長 秋山　　力 376-8502 桐生市広沢町3-4025 0277-53-3131 0277-52-0188
㈱両毛ビジネスサポート 代表取締役社長 荻野　研司 376-0013 桐生市広沢町1-2802-1 ミツバ別館ビル 0277-70-6600 0277-70-6605

［平成29年2月現在（50音順）］



謹賀新年　本年も宜しくお願いします！第45代アメリカ合衆国大統領に就任したドナ
ルド・トランプ氏の就任直後の大統領令ラッシュ（正確には就任以前からのTwitterへ

の投稿も含む）にはいささか世界中が混乱の渦に巻き込まれてドタバタ騒ぎの新年幕開けとなりましたね。
しかしながら我々は今までの様々な固定観念を見直す丁度良い機会（Opportunity）になったのかもしれま
せん。成功した方が過去を振り返った時に、何かのターニングポイントがありそのOpportunityがあったか
らこそ今があると言った話を見聞きいたします。これからの未来にどのようなOpportunityが待っているの
かは誰にもわかりません。そしてそれを好機とみなして行動できること、それが一番大事なのではないで
しょうか？皆様に訪れるOpportunityが好機で有りますことをお祈りいたしております。　　　　  降旗　崇

編 集 後 記

　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。

　平成28年12月12日、高崎市
の大類小学校にてＮＥＣの社会
貢献活動として盲導犬キャラバ
ンを開催しました。当日は全校
生徒約250名を対象とし、盲導
犬や視覚障害について理解を
深めて頂きました。尚、同様の
活動を1月27日にも高崎市の小
学校2校で開催しました。
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