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残暑お見舞い申し上げます
行 事 予 定（８月1日現在）

（一社）山口県情報産業協会
会長 藤井 政夫

・ダイワボウ情報システム
DIS Power Day

８．７ (金)

2015

（株）エイム 代表取締役

in下関

晩夏の候、皆様にはいっそうご活躍のことと、お慶び申し上げます。

８．６ (木)
７ (金)
２０ (木)
２１ (金)

・富士ゼロックス山口 (株)
さて、経済レポートや景気動向調査などで、景気は好材料が増し、有効求人倍率の改善や失業率
マ イ ナ ン バ ー 企 業 対 策 の低下など、これからも上向き傾向にあると報告されています。このような状況から、IT業界も景気回復
セミナー (準備編)

に期待したいところであります。
反面、人材の育成や教育が間に合わず、情報サービス業に於いては、人手不足が懸念されていま
・第158回理事会
す。人材育成は、将来にわたりこの業界を支える大事な柱です。
・マイナンバー講習会
2015年下期IT業界の注目すべき点としては、以下のように考えます。
・IPA基本情報技術者試験 ①クラウド、モバイル、ビッグデータ、ソーシャルといった分野で形成される第３のプラットフォームをめぐ
研修
る動きがあり、今後も関心事になりそうである。
②マイナンバー制度が始まるのに伴い、政府機関や地方自治体がシステム改修を迎え、IT業界だけ
・プロジェクトリーダー研修
でなく、企業の情報システムを開発するシステムエンジニアやプロジェクトマネージャーも不足して
いる。
・アイテックス
③マイクロソフトのサーバOS 「Windows Server 2003 」のサポートが2015年7月に終了したことであ
ＩＴソリューションフェア
る。それによりセキュリティ上非常に危険な状態になることから、同OSを搭載したサーバを使用する
・第５回ク ラウドコンピュー
ユーザ企業は、新しい環境へ移行する必要がある。
ティング検定試験
このようにIT業界を取り巻く状況も日々変化していきますが、会員の皆様におかれましては、山口
県情報産業及び協会の発展のために、引き続き、ご支援、ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申
・第７回ゴルフコンペ
し上げます。
・情報セキュリティ管理士
また、新規会員の加入勧誘にもご尽力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

８．２１ (金)
８．２０ (木)
２６ (水)
２７ (金)
８．１９（水）
２０（木）
８．２７（木）
９．１４（月）
１０．３ (土)
１０．５ (月)

研修

１０．１４ (水)
１５ (木)
１６ (金)
１１．８ (日)

・ものづくりフェア2015
・情報セキュリティ管理士
検定試験

１１．２１ (金)

・第159回理事会

１１月〜１月

・ＩＴＣケース研修

１１．２０ (金)

・ＩＰＡ中小企業情報セキュ
リティ講習能力養成セミナ
ー

１２．５（土）

・スポーツ大会

会員加入状況（8 月 1 日現在）
・正 会 員

３３社

・賛助会員

18社

ご協力下さい
会員の皆様に役立つ会報作りを目
指し、会員の皆様方企業のご紹介を
行ってまいります。
会社名あいうえお順に原稿を依頼さ
せて頂きますので、ご協力の程、宜し
くお願い申し上げます。

会員企業紹介 我が社の自慢を紹介します
株式会社 常盤商会
■代表者
■所在地
■Ｔ Ｅ Ｌ

代表取締役 植村育夫
山口県宇部市新町１２番１号
0836-32-2377 ■Ｆ Ａ Ｘ 0836-32-2328 ■Ｕ Ｒ Ｌ http://www.siy.co.jp/

■事業内容

ICT事業
ICT関連機器販売、ICTインフラの設計・構築、システム開発および保守、エネルギー事業

アグリネイチャー事業
■自社オリジナル商品

ビジネス向けメッセンジャー型クラウドサービス「buzzle（バズル）」
http://www.siy.co.jp/buzzle/
創業６５年の歴史を持つ弊社は、古くからのお客様の信頼を大切に維持しつつ、より先進的な
システムや新規事業に積極的にチャレンジし、より広範囲なお客様をターゲットとして更なる飛躍を
遂げ続けています。ＩＣＴを通じて感動を創造し、お客様とＷｉｎ−Ｗｉｎの関係を構築します。
新発売のビジネス向けメッセンジャー型クラウドサービス「buzzle（バズル）」は、お客様の職場内コ
ミュニケーションに革新を起こします。
ISO27001、プライバシーマーク、有機JAS認証。
育児休業制度あり。若者応援企業宣言。やまぐち子育て応援企業第559号。

（一社）山口県情報産業協会

ＹＩＩＡ 開催イベント報告

山口県山口市小郡下郷2278番地5
株式会社エヌユーエス 西日本支店 内
電話 /Faｘ ０８３ (９７３) ０５１１ Email yiiajim@yiia.org/
URL http://www.yiia.org/

賀詞交歓会・講演会開催

２月２０日 (金)、山口グランドホテルにおいて、 ２７名の方にご参加頂き賀詞交歓会を開催致しました。
これに先立ち、SNSリスク対策センター代表 松永秀夫氏による SNS対策セミナー「ＳＮＳの基礎知識、炎上のメカニズム」、富士ゼロック
ス九州 (株) マーケティング統括部長 高下徳宏氏より「富士ゼロックスグループの海外支援」と題し、それぞれご講演頂きました。

第６回ゴルフコンペ開催
４月１８日 (土)、宇部カントリークラブ「阿知須コース」において、１０社１２名の方にご参
加頂き第６回ゴルフコンペを開催致しました。
優勝は、(株) 宇部情報システムの近藤宏史様 (ＮＥＴ７６．４) 、(株) 日立製作所の景山
雅文様は (ＮＥＴ７６．４) 同ネットでしたが年長者上位のルールにより準優勝となりまし
た。 ニアピン賞は、ＮＴＴ西日本 (株) の持田保夫様 (ＮＥＴ７６．８)、(株) 富士通山口情
報の川縁浩幸様 (ＮＥＴ７７．８) 、川縁様はベスグロ賞も獲得されています。 ドラゴン賞
はＮＴＴ西日本 (株) 田中克昌様でございました。 次回は、１０月３日 (土) に開催されま
す。(受付終了)

第４０回通常総会・記念講演開

５月２２日 (金) 、山口グランドホテルにおいて、第１５６回理事会に引き続き、第４０回
通常総会を２２名 (内正会員１７名 内議決権委任５名) の方にご参加頂き開催致しまし
た。総会では、平成２６年度の事業報告、決算報告、会計監査報告、平成２７年度役員
改選 (案)、平成２７年度事業計画 (案)、平成２７年度一般会計収支予算 (案) について
審議がなされ、いずれも特に意見･質問もなく承認されました。
総会終了後、中国総合通信局情報通信部長 山下博彦氏による「地方創生とＩＣＴ」、
中国経済産業局電子･情報産業担当参事官 宅見幸一氏による「情報産業を取り巻く
状況と経済産業省のＩＴ関連施策について」、ジャパンラーニング (株) 代表取締役社長
加来勝正氏による「プロジェクトリーダースキル開発コースの報告とプログラム内容の狙
い」の記念講演が行われました。
多くの方よりご好評を頂き、無事終了致しました。

会員企業紹介 我が社の自慢を紹介します
有限会社デジタル･マイスター
■代表者
■所在地
■Ｔ Ｅ Ｌ
■Ｆ Ａ Ｘ
■Ｕ Ｒ Ｌ

代表取締役 藤川昌浩
山口県山口市小郡大江町６番３３号日企ビルヂィング２階
083-972-2333
083-972-2333

http://www.d-meister.co.jp/

■事業内容
コンピュータシステムの企画、開発及び販売
ソフトウェアパッケージの企画、開発及び販売
携帯電話及び周辺機器を活用したシステムの企画、開発及び販売
■自社オリジナル商品
eラーニングシステム (Moodleと連携した試験システム)
人材派遣業向け勤務管理システム

弊社は2002年の創業以来、お客様に満足していた
だき、私たちも成長し、情報通信技術の発展を通じて
社会に貢献することを経営理念として活動していま
す。変化の激しい情報通信技術の分野にあって、常に
最新技術の動向に迅速に対応し、お客様のニーズに適
切に応える製品・サービスを提供し続けることで、お
客様の信頼を獲得してまいります。また、新たなビジ
ネス領域として、山口大学、山口県産業技術センター
および民間医療機関等の支援を受け、ウェアラブルデ
バイスを活用したヘルスケア関連ソフトウェアの開
発・販売に取り組んでいます。今後の市場拡大が期待
されるヘルスケア関連ソフトウェアを事業の核とし
て、県内IT業界の発展に寄与したいと考えています。

