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第２8回通常総会開催 平成29年５月23日㈫

　第28回通常総会は、群馬県産業経済部商政課課長角田淑江様を来賓に迎え、群馬県勤労福祉セン
ター第３会議室において開催されました。すべての議案について、出席会員36名（内書面による出
席者14名）の審議により、全会一致をもって承認可決されました。また、理事会社の代表者変更に
伴う、新理事も選任されました。審議・決議・報告された議案は次のとおりです。

【決議事項】
　第１号議案　平成28年度事業報告承認の件
　第２号議案　平成28年度決算報告承認の件
　第３号議案　役員選任の件

【報告事項】
　第４号議案　平成29年度事業計画報告の件
　第５号議案　平成29年度収支予算報告の件

　この度、新理事に就任いたしました、富士
通 近藤です。前任者同様宜しくお願い申し上
げます。
　さて、新たな技術である『デジタルテクノロジー』は、組織のオペレーションや価値を生み出す方
法を根本から変革する力を持ち、世界が変わり始めています。ブームと同時にいよいよ実用化され
る「ＡＩ」、通信技術が本格普及する「ＩｏＴ」、社会全体がデジタル化する「クロステック」と、変
革を実感するこの頃です。
　また、一人ひとりの生産性向上やワークライフバランス実現としての『働き方改革』も重要な課題
です。
　刻々と変化する技術情報や社会動向を鋭敏に捉え、新たな価値や発想を創造する人材が求められ
る潮流は、地元群馬にも及ぶところであり、本協会の果たす役割は一層重要なものになっていると
考えております。
　会員皆様からご指導を頂戴しながら、微力ながらも協会活動に尽力し、県内の産業、地域社会発
展に貢献して参ります。よろしくお願い致します。

就任のご挨拶

新理事　富士通株式会社
群馬支店 支店長 近藤　秀樹　氏

一般社団法人群馬県情報サービス産業協会役員
役 職 氏　名 会　　社　　名 会社役職

1 会　長 松下 弘明 ㈱ジーシーシー 代表取締役

2 副会長 秋山 　力 ㈱両毛システムズ 代表取締役

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 真塩 仁志 ㈱高崎共同計算センター 取締役

5 副会長 瀬下 文彦 サンデンシステムエンジニアリング㈱ 代表取締役

6 理　事 都丸 和俊 ㈱オオタヤ 代表取締役

7 理　事 木村 清高 ㈱群　電 代表取締役

8 理　事 石川 　靖 朝日印刷工業㈱ 代表取締役

9 理　事 降旗 榮二 ㈱前橋大気堂 代表取締役

10 理　事 柳井 保平 コンピュ－トロン㈱ 代表取締役

11 理　事 阿久澤 公 荒瀬印刷㈱ 取締役

12 理　事 本島 久仁倫 ㈱本島ビジネスセンター 代表取締役

13 理　事 阿部 賢一 日本電気㈱群馬支店 支店長

14 理　事 近藤 秀樹 富士通㈱群馬支店 支店長

15 理　事 廣山 　悟 システム・アルファ㈱ 取締役

16 理　事 久保田 典男 ㈱ナブ・アシスト 執行役員

1 監　事 猪熊 文二 ㈱クラフト 取締役

2 監　事 小林 啓介 ぐんぎんシステムサービス㈱ 代表取締役

1 顧　問 松平 　緑 ㈱ジーシーシー 取締役 

平成29年５月23日（順不同・敬称略）



会員の会（担当部会を会員部会に変更）

　平成29年５月23日（火）、第28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で８回目となります会員交流事業「会員の会」を実施し
ました。本年度より、担当部会は会員部会となり、新規入会及び初参加の会員会社を含め19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。

ＧＩＳＡ部会への参加を広く募集
　ＧＩＳＡは５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。

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

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。
一般社団法人　群馬県情報サービス産業協会　事務局
〒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/
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　この度、新たに理事を拝命しましたＮＥＣ群馬支店長の阿部でございます。
　埼玉出身で群馬には学生の頃より観光などで、訪れておりましたが、勤務
は初めてです。
　改めてビジネス面でのＧＩＳＡ会員各位との交流とご指導を賜れれば幸い
です。
　まだ、深い地域事情は理解できておりませんが、大自然と都市が絶妙にバ
ランスされた魅力の高い土地柄でポテンシャルの大きさを実感しているとこ
ろです。
　デジタルトランスフォーメーションが人々の暮らしや企業の活動に大きく
影響する今、当社が持つ「ＡＩ」や「セキュリティ」の技術が安心・安全な都
市作りや企業との共創に大きく貢献できると考えています。
　日本の真ん中、群馬県から全国へ発信できるような活動と皆様への貢献を
是非とも果たしていきたいと思っております。
　ＧＩＳＡの活動を通じて群馬県をもっと知って、楽しんで、地域の皆様に
お役に立てる群馬支店を目指しております。何卒、宜しくお願いします。

新理事　日本電気株式会社　群馬支店 支店長　阿部　賢一　氏
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部会別協会事業　　　☆一部終了または変更の場合があります。

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
講　師　株式会社ジンズ　代表取締役社長　田中 仁 氏

平成30年1月23日㈫
15:30 ～ 17:00

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30年1月23日㈫
17:10 ～ 18:40

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、各社の基礎教育を支援・補
強・側面強化を行う。同業種に就職した同世代の若者
が一同に会する圧巻の研修。

平成30年4月19日㈭
・20日㈮

県勤労福祉センター
第1・2会議室他

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　「働き方改革の要点等（仮）」
講　師　富士通株式会社 11月30日㈭ 県勤労福祉センター

第３会議室

就職情報交換会 県内及び近県大学等の就職指導担当者との情報交換会 11月17日㈮
14:00 ～ 16:00

ビエント高崎
602研修室

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。マネジメント研修で
は、階層別・プレゼンテーション・課題解決力といった、ビジネス上必須の基礎的スキルに、今年度は、ソリューション営業力・プロジェクト
チーム力向上も追加しました。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）

プレゼンテーション 10月12日㈭９:30 ～ 17:00
13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

プロジェクトチーム力向上 ９月28日㈭９:30 ～ 17:00
29日㈮９:30 ～ 16:30 一般社員（SE、営業職も含む） 20,000 30,000

ソリューション営業力 ９月14日㈭９:30 ～ 17:00
15日㈮９:30 ～ 16:30

技術者・ＳＥで営業、営業同行に行かれ
る方 20,000 30,000

課題解決力向上 12月 ７日㈭９:30 ～ 17:00
８日㈮９:30 ～ 16:30 課題解決に関心のある社員向け 20,000 30,000

課長・係長マネジメント向上 10月16日㈪９:30 ～ 17:00
17日㈫９:30 ～ 16:30

課長職、係長職および同等レベルのリー
ダー 20,000 30,000

（レビュー技術）
ソフトウェア・エンジニアリング

10月19日㈭９:30 ～ 17:00
20日㈮９:30 ～ 16:30

システム開発の品質向上のため、レ
ビュー技術の習得を希望するプログラ
マーやＳＥ

10,000 16,000

（テスト設計）
ソフトウェア・エンジニアリング

11月28日㈫９:30 ～ 17:00
29日㈬９:30 ～ 16:30

システム開発の品質向上のため、テスト
手法の習得を希望するプログラマーやＳ
Ｅ

10,000 16,000

プロジェクト管理技法修得
（基礎）

９月21日㈭９:30 ～ 17:00
22日㈮９:30 ～ 16:30

システム開発の初級サブリーダー・近々
にリーダー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
ダー

10,000 16,000

プロジェクト管理技法修得
（実践）

10月26日㈭９:30 ～ 17:00
27日㈮９:30 ～ 16:30

プロジェクト管理基礎編の知識を持ち、
より実践的な管理技法（リスク管理、モ
チベーション理論）を習得したい方

10,000 16,000

☆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（027-226-7165）小笠原までお願いします。

フォーラム部会　部会長 瀬下 文彦 （サンデンシステムエンジニアリング㈱代表取締役）　担当 鈴木 誠 （サンデンシステムエンジニアリング㈱）

第26回ぐんま
情報化フォーラム

講演テーマ「ITを用いた時間創出－病院システムを事例として」
講　師　群馬大学附属病院システム統合センター　副センター長
　　　　重粒子線医学研究センター　准教授　鳥飼 幸太 氏

10月25日㈬
13:40 ～ 15:40

前橋テルサ
2Ｆホール

会員部会　部会長 真塩 仁志 （㈱高崎共同計算センター 取締役）　担当 池田 龍 （㈱高崎共同計算センター）

会員交流 ゴルフコンペ 11月16日㈭ 赤城ゴルフ
倶楽部

視察研修 企業見学　 11月７日㈫ ㈱日立製作所
神奈川事業所

会員ニーズ調査 アンケートの実施（結果は各部会にて活用） 7月～ 8月 メール回答



第26回ぐんま情報化フォーラム
「ICTを活用した次世代医療環境の実現」

◇平成29年10月25日（水）13：40 ～ 15：40  　
◇前橋テルサ　2Ｆ　テルサホール　入場無料

「ITを用いた時間創出 - 病院システムを事例として」
講演テーマ

講　師 群馬大学附属病院システム統合センター　副センター長　
重粒子線医学研究センター　准教授　鳥

とり

飼
かい
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 氏
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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26回を迎えました、本年のぐんま情報化フォー
ラムは、「ITを用いた時間創出-病院システムを事例とし
て」をテーマに、群馬大学附属病院システム統合センター
の副センター長であり、重粒子線医学研究センター准教授
の鳥飼幸太氏に、病院内において、部署間での業務方針衝
突を解決した病院システムを紹介いただき、「時間を創る」
コンセプトの大切さについて講演いただきます。
　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

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15
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29年11月17日（金）
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事務局からの案内にてご確認ください。
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企業を超えた同期との緊張と刺激の２日間
ＧＩＳＡ合同新入社員研修 平成29年4/20㈭～ 4/21㈮

　今年度で12年目を迎えたＧＩＳＡの新入社
員研修、昨年同様採用数の増加により、13社
105名の参加をいただきました。プロジェク

ト実践演習の設定テーマは、「群馬県の地域活性化イベントの提案」として、取引先とのアポイントの
取得や、上司への報告、企画提案、プレゼンテーション等、各ミッションともに、グループ対抗のシミュ
レーション研修でした。

　プレゼンテーション実習時には、参加企業の代表者にも見学をいただきました。受講者の緊張感が
伝わってくるプレゼンテーションでは、各グループそれぞれの趣向の凝らされた成果物の出来もさる
ことながら、他グループからの鋭い質問や指摘があり、大変見応えのある研修でもありました。

　本研修に関心をお持ちくださる企業の皆様、来年度の日程も既に決定しておりますので、下記にご
案内いたします。ご予定に組み入れていただきますよう、よろしくお願いいたします。

平成30年度ＧＩＳＡ合同新入社員研修日程決まる
期　　日　平成30年4月19日㈭・20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。
　　　　　※　お問い合わせはＧＩＳＡ事務局まで。
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株式会社プランニング　企画開発部 1 課
磯田 愛美

リード株式会社
村田　真悠

株式会社ジーシーシー　システム一部
関根　豊

①現在は、資料の作成や検証作業など、社内の先輩方のお手伝い作業をしています。
指示をいただいた作業を十全にこなすことができない現状を打破するべく、日々精進
致します。
②趣味は映画鑑賞です。帰宅途中に買い集めた DVD を週末に一気に見る時間が至福
です。ミュージカル映画が特に好きですが、最近はホラー映画がお気に入りです。ド
キドキとした緊張感とホラー独特の雰囲気に魅力を感じます。
③初出勤の朝、初めて制服に袖を通した瞬間です。三か月経った今でも、制服に着替
える度に感動を覚えるのですが、やはり初出勤の朝が一番印象に残っています。「い
よいよ働き始めるという喜び」と、何より「プランニングの一員として加わることが
できた嬉しさ」を実感できたあの瞬間は忘れられません。これからは、制服だけでは

なく技術的な面でも、プランニングの一員として加われたと実感できるように、日々の業務に精励致します。
④分からないことばかりの今の状況を改善していくことです。分かることを一つずつでも増やしていき、１年後、
２年後、３年後に、立派な社会人として胸を張れるように、日々努力を重ねていきます。

①現在行っている仕事内容は、web デザインです。製品の注文を行うシステムの画
面のデザインを行っています。どのようなデザインにすれば使いやすいか、見やすい
かなどを考えながら作業を行っています。まだまだ、分からないことが多くあるので、
日々学びながら仕事をしています。
②趣味は音楽鑑賞とライブに行くことです。社会人になってからはライブに行く機会
が減ってしまいましたが、たまにライブに行って、大好きな音楽を聴いて、気分をリ
フレッシュさせています。私にとって凄く元気をもらえる場なので、この先もこの趣
味を続けていきたいです。
③入社後うれしかったことは、自分の作ったデザインをお客様に見てもらえたことで
す。まだ、確認段階の話ですが、実際にお客様に確認していただいたことで、自分の作っ

た画面が使われるのだなと実感が湧き、嬉しく思いました。
④まだまだ未熟な部分が沢山あると思うので、1 日でも早く多くの仕事を任せてもらえるような、人の役に立て
る社会人になりたいです。そのためにたくさんのことを積極的に学び、吸収し、少しずつ一人でできることを増
やしながら、日々の仕事に取り組みたいです。

①現在は主に今年のインターンシップの準備をしています。インターンシップで用い
る予定のシステムのプロトタイプを製作しながら、インターン生に教えられるように
自分でも理解を深めています。
②趣味は料理で、特技はぱかっと開くタイプのオムライスが作れることです。珍しい
食材を見かけたらすぐに買ってしまう癖があるので、よく余らせて捨ててしまうこと
があり、反省しています。
③一から最後まで自分が携わったシステムが完成したときが一番うれしかったです。
入社したてで不慣れながらも、チームで助け合って設計やプログラミングを行い、思
い通りのシステムを完成させることができました。分からないところは先輩社員の方
たちにどんどん質問して、四苦八苦しながらも完成させたときは気持ちのいい達成感

を感じることができました。
④社内、社外問わずコミュニケーションを一番に大事にすることです。先輩社員の方には引き続き積極的に質問
をすることで早く仕事を覚えられるようにしたいと思います。また、社会人としてのマナーを大事にしてお客様
と深いコミュニケーションがとれるようになりたいです。

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）



会員情報（新・敬称略）協会だより
編 集 後 記

　今年は日本人のスポーツ選手が世界の舞台で大活躍
が際立っています。５月にアメリカモータースポーツ界
の最高峰INDY500マイルで佐藤琢磨選手が見事優勝！
ゴルフの松山英樹選手が全米プロ選手権で最終日残り
９ホールの時点で首位、惜しくも優勝は逃しましたが
あと一歩で日本人初優勝というところまで行きました。
８月にはボクシングの亀海選手がミゲール・アンヘル・
コットという超大物と世界タイトル戦と、まるで夢のよ
うですね。夢は実現できそうで出来ないもの。それを
実現するために欠かせないのが日々の努力です。“Make 
steady efforts”英語では地道な努力と表現するときに
使います。実際には“Try hard”とか“Work hard”の
方が努力した感が伝わるのですが、夢を追い求めるに
はやはり、日々精進！これこそ日本人ですね！
 降旗　崇

代表者変更
システム開発㈱　代表取締役　狩野 弘幸
㈱両毛ビジネスサポート　代表取締役社長　横室 和明
㈱両毛インターネットデータセンター　
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　大澤 祐一
日本電気㈱　群馬支店　支店長　阿部 賢一
富士通㈱　群馬支店　支店長　近藤 秀樹
東日本電信電話㈱　群馬支店長　小林 誠

本社移転統合　
コンピュートロン㈱
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-8-14
TEL 03-3243-1611

会社移転　
㈱アイメックス
〒379-2312　みどり市笠懸町久宮382-51  
 ※電話・ＦＡＸ変更ありません

NII 日本情報産業株式会社　代表取締役社長　田島 浩
　当社は、本年７月をもって創業48周年を迎える社員数2,200名の独立系企業で
す。事業所は、前橋をはじめ、東京（渋谷）、横浜、浜松、名古屋、大阪、北海道（札幌）
の７拠点に展開しており、大手製造（自動車・電機）メーカーや保険会社、音楽業
界、官公庁と、さまざまな業界とお取引きさせていただいております。
　何卒、温かいご支援ご指導を賜わりますようお願い申し上げます。

 新入会員紹介


