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第２9回通常総会開催 平成30年５月30日㈬

　第29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39名（内書面による出

席者15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、新理事及び新監事
も選任されました。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29年度事業報告承認の件
　第２号議案　平成29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　定款変更の件

【報告事項】
　第５号議案　平成30年度事業計画報告の件
　第６号議案　平成30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朝日印刷工業㈱の富澤でござ
います。歴代役員方々が尽力されてきた協会のさらなる発展に少し
でもお手伝い出来たらと思っておりますので何卒宜しくお願い申し
上げます。
　巷ではＡＩやＩｏＴ、自動運転、ロボットなど子供の頃に夢見た
世界が着々と現実化しており、その全てがインターネット基盤あり
きの技術であり、今後も機械や人を繋ぐ必須インフラであると思い
ます。ＩＴインフラは着実に進化しておりますが、人のインフラは

ＩＴ便利さ故に希薄になる傾向も見受けられます。そこでＧＩＳＡならではの情報伝達・共有や人
材確保・育成など様々な活動を通して地元情報サービス産業の繋がりを強化し、共に発展出来るよ
う皆様に知恵を借りながら活動に協力して参りたいと考えておりますので、今後とも宜しくお願い
申し上げます。

就任のご挨拶
新理事　朝日印刷工業株式会社
常務取締役　富澤　幹夫　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 降旗 榮二 ㈱前橋大気堂 代表取締役

9 理　事 阿久澤 公 荒瀬印刷㈱ 取締役

10 理　事 本島久仁倫 ㈱本島ビジネスセンター 代表取締役

11 理　事 阿部 賢一 日本電気㈱ 群馬支店 支店長

12 理　事 近藤 秀樹 富士通㈱　群馬支店 支店長

13 理　事 廣山 　悟 システム・アルファ㈱ 取締役

14 理　事 久保田典男 ㈱ナブアシスト 執行役員

15 理　事 富澤 幹夫 朝日印刷工業㈱ 取締役

1 監　事 田島 　篤 ぐんぎんシステムサービス㈱ 代表取締役

2 監　事 嶋方 智之 電通システム㈱ 代表取締役

1 顧　問 松平 　緑 ㈱ジーシーシー 取締役 

平成30年５月30日（順不同・敬称略）
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　このたび新監事に就任いたしましたぐんぎんシステムサービスの田島で
ございます。
　近年、インターネットを始めとし、ＩｏＴやAI、フィンテックなど、
テクノロジーの進化は著しいものがあり、ライフスタイルも大きな変革の
時を迎えようとしています。一方で、コンピューターウイルスの脅威や、
個人情報の漏えい問題など、様々なリスクも拡大しつつあり、システムセ
キュリティーへのお客様の関心も高まってきております。
　そうした環境下、業界横断的な情報共有や人材育成支援など、当協会の
果たす役割は益々大きくなっていると考えます。微力ではありますが、会
員皆様のご指導ご鞭撻をいただき、協会活動や監事としての役割に力を尽く
してまいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。

　この度、新監事に就任いたしました電通システム㈱の嶋方でございます。
ＧＩＳＡでの経験は乏しく不慣れではありますが、今後もよろしくお願い
いたします。
　今、世の中は第四次産業革命の只中にあり「ＩｏＴ」「ビックデータ」「Ａ
Ｉ」といった情報サービス産業界を中心にした分野が目覚ましい発展を遂
げております。「ＩｏＴ」によりさまざまなものがネットワークにつなが
り「ビックデータ」によって管理された「ＡＩ」がそれを制御する。このよ
うに社会にとって無くてはならないものになった情報サービス産業の流れ
の中で群馬県情報サービス産業協会会員の皆様のご協力を頂きながら活動
をしていく所存でございますので、ご指導の程よろしくお願いいたします。

新監事　ぐんぎんシステムサービス株式会社　代表取締役　田島　篤　氏

新監事　電通システム株式会社　代表取締役　嶋方　智之　氏

会員の会（会員部会）
　平成30年５月30日㈬、第29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９回目となります会員交流事業「会員の会」を実施しました。
会員会社より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。新しいビジネス展開に役立てていただく場になれば、
さらに幸いです。

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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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　群馬大学　教授
　次世代モビリティ社会実装研究センター
　センター長 太田　直哉 氏

平成31年１月24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31年１月24日㈭
17:10 ～

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。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31年４月18日㈭
・19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
Ⅰ

テーマ  「日立の人工知能のご紹介」
講　師　㈱日立製作所 ＡＩビジネス推進部
　　　　主任技師 里村　隆一 氏

９月26日㈬ 県勤労福祉センター
第３会議室

ビジネスセミナー
Ⅱ

テーマ  「東芝が提案する働き方改革」（仮）
講　師　東芝デジタルソリューションズ株式会社 11月20日㈫ 県勤労福祉センター

第４会議室

就職情報交換会 県内及び近県大学等の就職指導担当者との情報交換会 11月13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、成果の上がる業務改善も追加しました。
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 9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

【生産性向上支援訓練講座認定】
成果のあがる業務改善

９月20日㈭９:30 ～ 17:00
21日㈮９:30 ～ 16:30 一般社員（SE、営業職も含む） 5,400 −

課題解決力向上 10月 ２日㈫９:30 ～ 17:00
３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 ９月 ６日㈭９:30 ～ 17:00
 ７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22日㈪９:30 ～ 17:00
23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

20,000 30,000

（テスト設計）
ソフトウェア・エンジニアリング

11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、テスト
手法の習得を希望するプログラマーやＳ
Ｅ

20,000 30,000

【生産性向上支援訓練講座認定】
プロジェクト管理技法修得

（基礎）
９月27日㈭９:30 ～ 17:00

28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

5,400 −

【生産性向上支援訓練講座認定】
プロジェクト管理技法修得

（実践）
10月10日㈬９:30 ～ 17:00

11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

5,400 −

☆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27回ぐんま
情報化フォーラム

今回のテーマ　「５Ｇが創る近未来」
講演テーマ　「ドコモが描く５Ｇ・ＩＣＴによるソリューション協創」
講　師　 ㈱ＮＴＴドコモ 群馬支店長 船越 健志 氏

10月24日㈬
13:40 ～ 15:20

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 2018ゴルフコンペ 10月12日㈮ 赤城ゴルフ倶楽部

視察研修 ㈱日本電気イノベーションワールド（品川）の視察 11月14日㈬
午後１時～

品川イーストワン
タワー

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） 時期未定 郵送・メール



第27回ぐんま情報化フォーラム
「５Ｇが創る近未来」

◇平成30年10月24日（水）13：40 ～ 15：20  　
◇前橋テルサ　2Ｆ　テルサホール　入場無料

「ドコモが描く５Ｇ・ＩＣＴによるソリューション協創」
講演テーマ

講　師 株式会社 ＮＴＴドコモ　群馬支店長  船 越  健 志 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27回を迎えました、本年のぐんま情報化フォー
ラムは、「ドコモが描く５Ｇ・ＩＣＴによるソリューショ
ン協創」をテーマに、株式会社ＮＴＴドコモ群馬支店長船
越健志氏に、５Ｇの基本から５Ｇの特長をいかした最新事
例をご紹介いただき、速さと快適さの進化を続けるモバイ
ルネットワーク「５Ｇ」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　Ｅmail　gisa@sunfield.ne.jp
　　前橋市南町2-50-1　轟ビル302号 　　ＴＥＬ：027-226-7165　ＦＡＸ：027-226-7164　

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16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30年11月13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事務局からの案内にてご確認ください。
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“同業他社新人115名が一堂に”
ＧＩＳＡ合同新入社員研修 平成30年4/19㈭～ 4/20㈮

　今年度、過去最高の13社115名の参加をいた
だき、ＧＩＳＡの新入社員研修は13年目を迎え
ました。今回の研修は、「群馬県の地域活性化
イベントを提案する」というテーマ設定のもと、プロジェクトメンバーとして、与えられたミッショ
ン（取引先とのアポイントの取得、上司への報告、企画提案、プレゼンテーション等）をこなしながら
グループ対抗で受注を競うシミュレーション研修でした。その日に初めて会った人たちとのチーム活
動は、最初こそ、ぎこちなさも見えましたが、各グループとも、真剣に研修に取り組み議論する中で、
それぞれ練り上げられた企画案の発表となりました。プレゼンテーションでは、参加企業の代表者ま
たは各社採用及び教育担当者にも見学をいただきました。ＧＩＳＡの新人研修は、現場に出る前の同
業他社の新入社員同士が良い刺激を受けることが醍醐味であると思いますが、存分に成果を感じられ
た研修となりました。
　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31年度ＧＩＳＡ合同新入社員研修日程決まる
期　　日　平成31年4月18日㈭・19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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電通システム株式会社　技術部

森田 　光

株式会社高崎共同計算センター　マイクロシステム事業部

小林 誠也

①システムエンジニアとして、教育現場におけるインターネット・イントラ
ネット・教育用ソフトウェアツールなどを活用した授業環境整備の導入、運
用、保守などの業務を行っています。
②最近はゴルフにハマっています。面白いけど難しい、技術はもちろん精神
的にも大きく影響するスポーツなので、とてもやりがいがあります。
③入社後一番うれしかったことは、自身がセットアップした製品が、お客様
に納品され使用している姿を見たときです。今まで、お客様が使用しているところを実際に見る機会がなかった
ので、とても鮮明に覚えています。
④まだまだ技術、経験共に未熟ですが、だからこそ、いち早く最新の技術に触れ、可能な限り早く沢山の知識、
経験を身に付けたいと思っています。そして、お客様が安心して利用できるシステムの提案、提供ができる技術
者になりたいと思っています。

①電子電気回路設計、ハードウェア設計、信号解析
②春夏秋はサッカーをしており、冬にはウィンタースポーツをすることが多
く、週末は何かしらリフレッシュをしています。また、自分は比較的、運動
して体を動かすこと好きなので筋トレや野球、水泳などのスポーツをするこ
とがあります。
③入社当初は出来なかった半田付けですが、業務を通して 1608 サイズの
チップコンデンサーやチップ抵抗などの電子部品の半田付けができるようになったこと。
④入社し、今の配属になり１年余りが経ち、人としても大きく成長できた１年に感じました。また先輩後輩関係
なく、多くのプロジェクトを通して他の課の方とも繋がることができました。しかし業務的にまだまだ力になれ
ていない所が多く、先輩たちに頼ってしまい、時に迷惑をかけてしまい、自分の不甲斐なさを強く感じます。先
輩のように全てをこなすようになるには長い道のりではありますが、一日でも早く先輩に頼らず、自分で業務を
完全に遂行していけるようになり、業務的にも人間的にも先輩後輩から信頼される人間になりたいと考えていま
す。

①主にシステムの単体テストやプログラムの修正、資料作成を行っています。
まだ私にできる事は少ないですが、日に日にできることが増えている事を実
感しています。
②趣味は釣りです。特に海釣りが好きで、度々週末に車で新潟県等に足を運
びます。魚を釣ることだけでなく、他の釣りをしている人とのコミュニケー
ションも楽しんでいます。
③プログラムの修正について自分の力で解決できた時です。普段は分からないことが多く、何度も先輩社員の方
に質問や確認をしています。それが自分の力となって別のプログラム修正について人に頼らず解決できたときに
成長を実感し、嬉しく思いました。
④一人前の社会人となり、会社の戦力となることです。まだ知識も技術も未熟ではありますが何事も臆せずに進
んでいき、たとえ失敗してしまったとしても挫けることなく、それをバネにして更に成長できるように頑張りま
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）

株式会社スリーアイ　技術部
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会員情報（新・敬称略）協会だより
編 集 後 記

　今年の夏はとにかく暑かった！本当に熱かったです
ね!!さて、夏と言えば甲子園！今年は大阪桐蔭高校が史
上初の２度の春夏連覇達成で幕を閉じました。思えば
100回記念大会に相応しい見ごたえある試合ばかりで
した。愛媛・済美高校の延長13回タイブレークでの逆
転満塁サヨナラホームランや秋田・金足農業のサヨナ
ラ２ランスクイズなどなど。シビレました!!特に吉田投
手は凄かった！決勝戦では負けてしまいましたが、最
後の整列後に大阪桐蔭の選手大勢が吉田投手に握手や
ハグを求めていたのを見て、お互いの“Respect”を忘
れない姿により感動を覚えました。スポーツに限らず
政治やビジネス、普段の生活でも互いに敬意を払うこ
とを気づかせてくれた彼らの“Respect”に、再度感動
をありがとう！
� 降旗　崇

代表者変更
㈱日立製作所　北関東支店　支店長　上田�充宏
日産車体コンピューターサービス㈱　
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　大野�真也
㈱システムハウスグローバル　代表取締役　浅川�大道
ぐんぎんシステムサービス㈱　代表取締役　田島　�篤
コンピュートロン㈱　代表取締役社長　高橋�譲治

組織変更　
㈱東芝　関信越支社　支社長　郡�博敏
〒330-0802　さいたま市大宮区宮町1-114-1
ＯＲＥ大宮ビル６階　　TEL�048-640-1106

　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４頁）
　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、他社会員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部会への参加を広く募集


