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　明けましておめでと　明けましておめでと
うございます。謹んでうございます。謹んで
新年のご挨拶を申し上新年のご挨拶を申し上
げます。げます。
　昨年は、5月 1 日に　昨年は、5 月 1 日に
新天皇陛下がご即位さ新天皇陛下がご即位さ
れ、元号が「平成」かれ、元号が「平成」か

ら「令和」に変わり、日本の歴史的な節目の
年となりました。そして本年は東京オリン年となりました。そして本年は東京オリン
ピック・パラリンピックの開催を控え、日本ピック・パラリンピックの開催を控え、日本
の新たな歴史を刻む一年、新たなステージにの新たな歴史を刻む一年、新たなステージに
向かって歩む一年になります。向かって歩む一年になります。
　さて、情報サービス産業の分野でもいよい　さて、情報サービス産業の分野でもいよい
よ 5G（第 5 世代移動通信システム）時代によ 5G（第 5 世代移動通信システム）時代に
突入し、新たなステージが始まります。5Gは、突入し、新たなステージが始まります。5Gは、
「高速・大容量化」「超低遅延」「超多数端末「高速・大容量化」「超低遅延」「超多数端末
接続」という特徴を持っており、「IoT」や仮接続」という特徴を持っており、「IoT」や仮
想現実（VR）、拡張現実（AR）などの活用に想現実（VR）、拡張現実（AR）などの活用に
より幅広い業界に広がる事が予想されます。より幅広い業界に広がる事が予想されます。
例えば、製造分野では各設備機器の IoT 化に例えば、製造分野では各設備機器の IoT 化に
より人手不足の解消や生産性の向上を実現さより人手不足の解消や生産性の向上を実現さ
せ、医療分野では高精細映像伝送を活用したせ、医療分野では高精細映像伝送を活用した
遠隔診療サービスで都市部と地方の医療格差遠隔診療サービスで都市部と地方の医療格差
をなくします。また交通移動分野では、リアをなくします。また交通移動分野では、リア
ルタイムでの車の制御が可能となり「隊列走ルタイムでの車の制御が可能となり「隊列走
行」「完全自動運転」の実現が期待されており、行」「完全自動運転」の実現が期待されており、
これらのサービスにより産業の大革新が始まこれらのサービスにより産業の大革新が始ま
ります。ります。
　群馬県情報サービス産業協会は、時代の変　群馬県情報サービス産業協会は、時代の変
革を敏感にキャッチし、ビジネスに結びつけ革を敏感にキャッチし、ビジネスに結びつけ
ることで地域の情報化を推進し、県内産業のることで地域の情報化を推進し、県内産業の
活性化を目指して活動しております。国・県・活性化を目指して活動しております。国・県・
市町村・JISA と連携しながら、最先端の情市町村・JISA と連携しながら、最先端の情
報を皆様にご提供すべく、年間を通して各種報を皆様にご提供すべく、年間を通して各種
イベントを多数ご用意しております。是非とイベントを多数ご用意しております。是非と
も積極的なご参加をいただきたく、よろしく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。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　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祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。きます。

　新年おめでとうござ　新年おめでとうござ
います。います。
　群馬県サービス産業　群馬県サービス産業
協会の皆様には、日頃協会の皆様には、日頃
から本県の産業振興施から本県の産業振興施
策の推進にあたり、格策の推進にあたり、格
別の御理解と御協力を別の御理解と御協力を
賜り、厚く御礼申し上賜り、厚く御礼申し上

げます。げます。
　本年４月には、待望の群馬コンベンション　本年４月には、待望の群馬コンベンション
センター「Ｇメッセ群馬」がオープンいたしセンター「Ｇメッセ群馬」がオープンいたし
ます。また、4 月から 6 月にかけて、「群馬ます。また、4 月から 6 月にかけて、「群馬
デスティネーションキャンペーン」が開催さデスティネーションキャンペーン」が開催さ
れます。こうした機会を活用して、交流人口れます。こうした機会を活用して、交流人口
を増やし、地元経済の活性化を図ってまいりを増やし、地元経済の活性化を図ってまいり
たいと考えております。たいと考えております。
　また、本年は本県の 20 年後を見据えた長　また、本年は本県の 20 年後を見据えた長
期のビジョンと、今後重点的に取り組む具体期のビジョンと、今後重点的に取り組む具体
的な政策を盛り込んだ「群馬県総合計画」を的な政策を盛り込んだ「群馬県総合計画」を
策定いたします。中小・小規模事業者が存分策定いたします。中小・小規模事業者が存分
に活躍し、成長できるよう、皆様の御意見をに活躍し、成長できるよう、皆様の御意見を
しっかり伺いながら取り組んでいきたいと考しっかり伺いながら取り組んでいきたいと考
えています。えています。
　少子高齢化が進み、労働力が不足する中、　少子高齢化が進み、労働力が不足する中、
より一層の業務の効率化や生産性の向上が求より一層の業務の効率化や生産性の向上が求
められております。また、本年春からは、高められております。また、本年春からは、高
速大容量・低遅延・多接続を特長とする 5G速大容量・低遅延・多接続を特長とする 5G
の商用サービスが開始されます。AI や IoT との商用サービスが開始されます。AI や IoT と
ともに、デジタル技術を活用したビジネスは、ともに、デジタル技術を活用したビジネスは、
製造業をはじめ、医療・福祉、農業、流通な製造業をはじめ、医療・福祉、農業、流通な
ど、あらゆる分野に急速に広がっていくと考ど、あらゆる分野に急速に広がっていくと考
えられます。県としても、こうした動きを踏えられます。県としても、こうした動きを踏
まえ、柔軟でタイムリーな施策を展開してままえ、柔軟でタイムリーな施策を展開してま
いります。皆様方には、引き続き一層の御協いります。皆様方には、引き続き一層の御協
力を賜りますようお願い申し上げます。　力を賜りますようお願い申し上げます。　
　結びに、貴協会のますますの御発展と会員　結びに、貴協会のますますの御発展と会員
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。いさつといたします。

新年のご挨拶

会長　会長　松下　弘明松下　弘明

一般社団法人　一般社団法人　群馬県情報サービス産業協会群馬県情報サービス産業協会

部長　部長　鬼形　尚道鬼形　尚道

群馬県産業経済部群馬県産業経済部
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新春講演会

　1月27日（月）前橋テルサ8階「けやきの間」において、今回で29回を数えます新春講演会が　1月27日（月）前橋テルサ8階「けやきの間」において、今回で29回を数えます新春講演会が
開催されました。本年は、「食の駅」「太陽光発電」など、新しいビジネスを多角的に展開し挑開催されました。本年は、「食の駅」「太陽光発電」など、新しいビジネスを多角的に展開し挑
戦を続ける、ファームドゥグループの代表岩井雅之氏に「若者に夢のある新しい農業のカタチ」戦を続ける、ファームドゥグループの代表岩井雅之氏に「若者に夢のある新しい農業のカタチ」
をテーマに農業と発電事業を組み合わせたソーラーファームによる、新たな農業経営とグルーをテーマに農業と発電事業を組み合わせたソーラーファームによる、新たな農業経営とグルー
プのビジョンについてご講演いただきました。岩井氏が自然エネルギー事業を始めたのは、東プのビジョンについてご講演いただきました。岩井氏が自然エネルギー事業を始めたのは、東
日本大震災がきっかけで、その重要性と電気のありがたみを知ることになったということでし日本大震災がきっかけで、その重要性と電気のありがたみを知ることになったということでし
た。岩井氏にお話を伺える大変貴重な機会になったことから、来賓及び会員各社から、104名た。岩井氏にお話を伺える大変貴重な機会になったことから、来賓及び会員各社から、104名
の参加をいただきました。参加者から、「農業法人として農業に参入し、新規事業に挑戦したの参加をいただきました。参加者から、「農業法人として農業に参入し、新規事業に挑戦した

　新春賀詞交歓会が1月27日（月）前橋テルサ9
階「つつじの間」において、令和になって最初
となる新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98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
にご来賓の県産業経済部長代理商政課長諸田隆司様、前橋市
長代理前橋市政策部情報政策担当部長松田圭太様よりご祝辞
をいただきました。行政・マスコミ・関係団体より12名のご
来賓の紹介の後、荻野研司副会長の挨拶と乾杯の音頭により

懇談となりました。なお、新春講演会にて講演いただきました、ファー
ムドゥグループの代表岩井雅之様にもご出席いただきました。中締
めは、真塩仁志副会長に挨拶とご発声をいただき、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、華やかさと熱気に包まれ、盛況な会になりましたこと、
心より御礼申し上げ
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　諸田　隆志様
群馬県産業経済部　商政課補佐　藤村　雅代様
群 馬 県 企 画 部　情報政策課長　山口　和也様
群馬県産業支援機構　理 事 長　向田　忠正様
上 毛 新 聞 社　事業局次長　富田　充慶様
特定非営利活動法人ＩＴＣ群馬　理 事 長　木島　　隆様

前 橋 市 政 策 部　情報政策担当部長　松田　圭太様
前 橋 市 政 策 部　情報政策課長　阿佐美　忍様
群馬県中小企業団体中央会　情報課課長補佐　蛭川　圭一様
日 刊 工 業 新 聞 社　群馬支局長　古谷　一樹様
群 馬 経 済 新 聞 社 臼井　晃斗様
 （順 不 同）

賀詞交歓会

出席いただきましたご来賓  （順不同）

「「 若者に夢のある新しい農業の形 若者に夢のある新しい農業の形」」

　講 師　ファームドゥグループ　講 師　ファームドゥグループ
　　　　 　  　　　　 　  代表代表　　岩井　雅之氏岩井　雅之氏

い、岩井代表のスケールの大きい、より高い視座からい、岩井代表のスケールの大きい、より高い視座から
の現実的な講演内容は、興味深いものばかりでした。」の現実的な講演内容は、興味深いものばかりでした。」
「飾らないお人柄とざっくばらんなお話に、大変好感「飾らないお人柄とざっくばらんなお話に、大変好感
が持てました。」等々の声に交じり、「6歳の息子がザが持てました。」等々の声に交じり、「6歳の息子がザ
スパクサツ群馬の選手になりたいと言ってます、スポスパクサツ群馬の選手になりたいと言ってます、スポ
ンサーになっていただいてありがとうございます。」ンサーになっていただいてありがとうございます。」
の感謝の言葉がありました。の感謝の言葉がありました。
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第1講座　新人フォローアップ （新講座）
第2講座　プレゼンテーション　
第3講座　業務効率向上のための時間管理
第4講座　課長・係長マネジメント力向上　
第5講座　ソフトウェア・エンジニアリング（レビュー技術）
第6講座　ソフトウェア・エンジニアリング（テスト技術）
第7講座　プロジェクト管理（基礎）
第8講座　プロジェクト管理（実践）　
　ＧＩＳＡ人材育成研修は、会員企業と県内ＩＴ企業
の人材育成及びレベルアップのための支援事業として
実施しています。昨年度に続き、マネジメント系・技
術系合わせて3講座を高齢・障害・求職者雇用支援機
構より、「生産性向上支援訓練事業」として委託を受け、会員各社に、より安価で提供できました。
また、今年度は「新人フォローアップ研修」を新たに加え、マネジメント系・技術系ともに例年
同様好調な参加状況で216名の受講をいただきました。定評ある講師のもと実習やグループ討議
は、現場でもすぐに活用・実践ができる内容であるとの受講者の感想（アンケート結果）からも、
高い評価を得ている研修です。来年度も皆様のニーズに沿った企画を提案いたしますので、ぜひ、
地元で良質なＧＩＳＡ研修を体験してください。 

　令和元年10月23日（水）前橋テルサホールに
おいて、第28回ぐんま情報化フォーラムを開催
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商
政課長諸田隆志様、前橋市情報政策担当部長松田

圭太様よりご祝辞を
いただきました。講
演では、デジタル化
を支える代表的な技
術について、その最新事例や、これら
の技術を活用するための技術者育成の

取り組みについてもご紹介いただきました。参加者からは、「南紀
白浜の顔認証システム実証では、カードや財布を持たずに支払が可
能になり、盗難予防にもなる、その快適さや利便性の向上は、地域
経済の活性化にもつながる等の興味深いものばかりで、どれも参考

となる内容でした、ＡＩ・
ＤＸのみならず、組織のパ
フォーマンスについても言
及された情報量の多い講演
でした。」等々多くの感想
をいただきました。

ＧＩＳＡ人材育成研修全８講座開講（マネジメント系４講座・技術系４講座）

新事例や これら

テーマ　「加速するデジタル化の潮流とそれを支えるＩＴ技術」テーマ　「加速するデジタル化の潮流とそれを支えるＩＴ技術」

第28回ぐんま情報化フォーラム

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）～変わる暮らしとビジネス～

講　師　ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　執行役員常務　中村 慎二 氏講　師　ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　執行役員常務　中村 慎二 氏

◇2020年度のご案内は、メールとホームページで7～8月を予定しています。◇2020年度のご案内は、メールとホームページで7～8月を予定しています。
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　今回で17回目を迎えた就職情報交換会は、情
報サービス産業への理解をいただき、学校と企
業が継続的に情報交換や信頼関係づくりの場と
していただくことを目的に開催しています。近
年、売り手市場が続く中、学校側からは、概ね
順調な就活の状況、県出身学生のUターン希望
状況等が紹介されました。予めいただきました
学校側からの質問には、2021年卒の選考スケ
ジュールやインターンシップに関するものが多
く、1Dayではなく3日以上のインターンシップ
を検討いただきたいとの要望もありました。さ
らに、情報サービス業界において、必要なスキ
ルは何かという質問等にも、各社担当者より丁
寧に回答いただきました。採用自由化の流れも
あり、その環境は毎年変化し課題も多々ありま
すので、ＧＩＳＡ
の就職情報交換会
がお役立ていただ
ければ幸いです。

◇2019.11.22　於：ビエント高崎　６０２号室◇申込順
学校　18校　19名
共愛学園前橋国際大学
東京情報大学
中央情報大学校
神奈川工科大学
前橋工科大学
日本工業大学
日本工学院専門学校
高﨑健康福祉大学
帝京大学
群馬県立女子大学
立正大学
東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
高崎商科大学高崎商科大学短期大学部　
群馬大学
神奈川大学
太田情報商科専門学校
上武大学
日本工学院八王子専門学校

会員企業　10社　19名
（一社)群馬県情報サービス産業協会会長
日本情報産業㈱
リード㈱
システム・アルファ㈱
㈱高崎共同計算センター
㈱両毛システムズ
㈱ジーシーシー
コンピュートロン㈱
㈱スリーアイ
㈱アドテックス
㈱クライム
ＧＩＳＡ事務局長・事務局

ビジネスセミナーⅠ　「５Gに期待する社会価値とは」
◇開 催 日　令和元年10月2日（水）
◇開催場所　群馬県勤労福祉センター　第3会議室　◇参加者　39名
◇講 　 師　日本電気株式会社　ネットワークサービスＢＵ

新事業推進本部　マネージャ　高地 成彦 氏

ビジネスセミナーⅡ　「ここまで進化しているAI／IoT」
◇開 催 日　令和元年11月11日（月）
◇開催場所　群馬県勤労福祉センター　第3会議室　◇参加者　37名
◇講 師　富士通株式会社
　　　　　　シニアエバンジェリスト　及川　洋光 氏

ＧＩＳＡ新人研修ご案内　日程　令和2年4月16日（木）・17日（金）2日間
“他社同期からの刺激はきっとあなたに気づきが…”

≪会員会社には、メールでご案内、詳細は事務局へお問い合わせください。≫

情報サービス業界に就職した同業他社同期が、チームを
編成し、緊張感と活気あふれるビジネスシミュレーショ
ン研修が特色のＧＩＳＡ新入社員研修、他社同期からの
刺激は研修の醍醐味でもあります。
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／テキスト代・2日間の昼食(飲物付)等を含みます。
対象者　新人・既卒
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我が社の　　　　　　　　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）

①ペットボトルや缶の自動販売機とコンビニに置かれているコー
ヒーサーバの開発を行っています。
　仕様書作成、コーディング、評価までを上司や先輩社員、派遣
社員の方たちから教わりながら仕事をしています。毎日が勉強
です。
②休日は家でゴロゴロして、気が向いたらジムに行きます。
　就職に合わせて車を購入したので、車で買い物に出かることが
多くなりました。学生の頃の部活動の仲間と、年に一度集まっ
てバスケットをするのが趣味です。
③日々の業務の中で自分の小さな成長を感じたことです。前回よ
りも短い時間で評価を終えたときや、質問しなければわからなかったことが少なくなっている
ことを感じたとき、それがとてもうれしいです。ほんとうに小さいことでも、できることが増
えると自分の励みになります。
④今の仕事の専門家になることです。どんな質問にも答えられようになって、わからないことは
ないと言えるような技術者になりたいです。仕事を通じて技術と知識を身に着けて会社に貢献
します。

●サンデンシステムエンジニアリング株式会社　情報通信システム部 EMMグループ　渡邉　律仁

「コーヒーが相棒」「コーヒーが相棒」

①現在は、税制改正に伴いお客様からご依頼いただいた帳票の作成や、
オンライン画面の修正などを行っています。またプログラムの修正
だけでなく、先日はお客様先へ行き、機器の点検や交換などの作業
も担当しました。
②私は学生時代から舞台に立つことが好きで、ミュージカルや芝居、
合唱をしています。公演前の緊張感や公演後の達成感、仲間との結
束感は生きているなかで最高の時間です。その感情を味わうために
休日は、練習や公演の衣装の買い出し、観劇、読書をすることが多
いです。
③右も左もわからないままこの業界に入り、同期の知識量の多さに将
来への漠然な不安を抱えながら、劣等感にさいなまれつつ毎日仕事
をしていました。しかし、出来ることも増え、プログラミングだけでなく他の業務に携わらせ
ていただいているとき、同じグループの先輩に褒めてもらえることがありました。尊敬してい
る先輩に認めてもらえたことはとてもうれしく、今でも鮮明に覚えています。
④まだまだ技術においては勉強しなければならないことばかりです。技術的な勉強もしつつ、若
手社員の間に失敗経験も含め、様々な経験を積み、力をつけることができたらと思います。

●株式会社ジーシーシー　システム１部　狩野　　遥 

「逆境に耐え抜く」「逆境に耐え抜く」

①現在は販売に関わるシステムの結合テストを行っています。
②趣味は、旅行と食べることです。いろいろな場所に行って、そ
の土地それぞれの美味しいものを食べて巡っています。旅行に
行く時は、いつもご飯のお供を探しています。

③入社後一番うれしかったことは、プログラミングや販売管理に
ついてなど、何も知らないところからのスタートでしたが、研
修や業務を通して知識が身についてきたことです。今後も積極
的に勉強し、業務に活かしていきたいです。
④今出来ることは丁寧に行いながら、新しく出来ることを増やし
ていきたいです。まだ分からないことが多く、先輩方に迷惑をかけてしまうことが多いですが、
少しずつでも成長していけるよう経験を積んでいきたいです。

●システム・アルファ株式会社　第 2ソリューション部　田邊　千晴 

「自由闊達」「自由闊達」
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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　　49社

［2020年1月現在（50音順）］

社　　　名 役　　職 代表者名 〒 所　在　地 電話番号
1 ㈱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
2 ㈱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382-51　　 0277-32-3338
3 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
4 ㈱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
5 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
6 ㈱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
7 ㈱ＯＰＥＮＥＲ 代表取締役 原澤　徹夫 372-0011 伊勢崎市三和町2742-3 0270-23-0616
8 ㈱クライム 代表取締役 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
9 ㈱クラフト 代表取締役 眞下　　剛 371-0804 前橋市六供町875 027-289-3680
10 ぐんぎんシステムサービス㈱ 代表取締役 田島　　篤 371-0846 前橋市元総社町171-1　ぐんぎんリースビル4Ｆ 027-289-6000
11 ㈱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
12 ㈱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1180　プロセシングセンター4Ｆ 027-261-5057
13 ㈲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
14 コンピュートロン㈱ 代表取締役社長 高橋　譲治 103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-14 03-3243-1611
15 サンデンシステムエンジニアリング㈱ 代表取締役 鈴木　　誠 372-0801 伊勢崎市宮子町3450-8 0270-21-9641
16 ㈱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
17 ㈱ジーシーシー 代表取締役社長 松下　弘明 379-2153 前橋市上大島町96 027-263-1637
18 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
19 システム開発㈱ 代表取締役 狩野　弘幸 379-2234 伊勢崎市東小保方町3992-35 0270-62-5543
20 ㈱システムハウスグローバル 代表取締役 浅川　大道 375-0016 藤岡市上栗須479-1 0274-23-8258
21 情報システム㈱ 代表取締役社長 高井　紀充 370-0018 高崎市新保町46 027-350-1277
22 ㈱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
23 ㈱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
24 ㈱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
25 ㈱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
26 学校法人中央総合学園 理 事 長 中島慎太郎 370-0841 高崎市栄町13-2 027-324-8511
27 ㈱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
28 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
29 ㈱東芝　関信越支社 支 社 長 樫尾　竜哉 330-0802 さいたま市大宮区宮町1-114-1　ＯＲＥ大宮ビル 048-640-1106
30 トッパン・フォームズ㈱ 所 長 宮田　雄啓 370-0849 高崎市八島町58-1　ウエストワンビル8Ｆ 027-324-3861
31 ㈱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
32 日産車体コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長 大野　真也 254-0042 平塚市明石町2番20号 0463-22-7760
33 ㈱日東システム開発 代表取締役社長 青木　　稔 373-0012 太田市清原町5-8 0276-37-8285
34 日本情報産業㈱　前橋支社 代表取締役社長 田島　　浩 371-0024 前橋市表町2-5-1　 027-224-8311
35 日本電気㈱　群馬支店 支 店 長 阿部　賢一 371-0024 前橋市表町2-9-9 明治安田生命前橋表町ビル 027-243-8080
36 ㈱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
37 東日本電信電話㈱　群馬支店 支 店 長 德永健太郎 370-8666 高崎市高松町3 027-326-0646
38 ㈱日立製作所北関東支店 支 店 長 上田　充宏 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
39 富士通㈱　群馬支店 支 店 長 上野　　豊 370-0841 高崎市栄町14-5　内堀ビル 027-325-1212
40 ㈱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
41 ㈱プロコード 代表取締役社長 阿部　文明 371-0222 前橋市上大屋町16-13 027-230-4100
42 ㈱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
43 ㈱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
44 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
45 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
46 ㈱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
47 ㈱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 376-8503 桐生市広沢町3-4025 0277-40-2090
48 ㈱両毛システムズ 代表取締役社長 北澤　直来 376-8502 桐生市広沢町3-4025 0277-53-3131
49 ㈱両毛ビジネスサポート 代表取締役社長 横室　和明 376-0013 桐生市広沢町2-2961 0277-70-6600



　新年あけましておめでとうございます。2020年。
2000年のミレニアムから20年経ちました。あっとい
う間でしたね。その分私も年を取った感がまんざら
でもありません。小さい文字がボヤけて見えにくい
とか…。（○○ルーペのＣＭではありません。）
　いよいよ7月に東京オリンピック開催です。群馬県
にいると何となくオリンピックって東京近郊中心で
あまり関係なさそう感が大いにあるのですが、3月31
日と4月1日には聖火リレーが群馬県内にて行われま
す。何故よりによって年度末・年度初めにやるの？と
つぶやきが止まりませんが、オリンピックに触れ合
えるチャンスと取れば、より身近なものに感じられ
るのではないでしょうか？31日には1日目リレーア
ンカーがグリーンドーム前橋、2日目は4月オープン
予定のＧメッセ群馬をゴールに大いに盛り上がるこ
とでしょう。そして7月の開幕まで昨年のラグビーＷ
杯以上の感動を与えてくれると思います。
　まずはオリンピックの成功と皆様方のさらなる飛
躍を祈りまして新年最初の編集後記とさせていただ
きます。今年もよろしくお願いします。　　降旗　崇

編 集 後 記
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