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８.１９(金) 
・第１６３回理事会

・ＢＣＰセミナー

９.１５(木) 
１６(金) 

・ANIA

１０.１(土) ・第９回ゴルフコンペ

１１.１８(金) ・第１６４回理事会

１１.２６(土) ・スポーツ大会

 

 

 

 

行 事
（８月１日現在）

会員加入状況
（８月１日現在）

正 会 員 ３１社

賛助会員 １９社

会員募集中！！

お知り合いの方に加入の呼

びかけやご紹介をお願いい

たします。 

ご協力ください
会員の皆様のご紹介をさ

せていただいておりま

す。 

順番に原稿を依頼させて

いただきますので、ご協

力のほど、よろしくお願

いいたします。

山口情産協

・第１６３回理事会

・ＢＣＰセミナー 

ANIA 秋田大会 

・第９回ゴルフコンペ

・第１６４回理事会

・スポーツ大会 
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暑い日が続いておりま

すが、皆様ますますご活

躍のこととお喜び申し上

げます。

英国のＥＵ離脱、中国

経済の減速など、世界経

済が力強さを欠いた状態

が続く中、国内では、消

費増税の再度延期、日銀

によるマイナス金利政策

など先行きの不透明感が

続いています。

そのような状況の中、

情報産業においては人手

不足が続いており、しば

らくはこの状況が続きそ

うです。ただ、仕事の発

■代表者

■所在地

■ＴＥＬ

■ＦＡＸ

■ＵＲＬ

■自社オリジナル商品

水産・食品加工業向け販売管理システム

（WINView

 当社、昭和５３年に設立以来、山口県、福岡県を中心にＩＴ関連企業として活動しています。

モバイル、タブレット等機器の小型携帯化など、ＩＴ技術は飛躍的に進歩している現在、積極的に

新しい情報・技術を収集・習得をし、お客様によりご満足いただけるご提案をすることが当社の務

めと認識しています。

当社のスローガンであります『お客様のベスト・サポーターをめざして』を常に心がけ、お客様

の信頼と安心を得て、顧客満足度の向上に努めてまいります。
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会員企業紹介
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モバイル、タブレット等機器の小型携帯化など、ＩＴ技術は飛躍的に進歩している現在、積極的に
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会員企業紹介 

暑い日が続いておりま

すが、皆様ますますご活

躍のこととお喜び申し上

英国のＥＵ離脱、中国

経済の減速など、世界経
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など先行きの不透明感が

そのような状況の中、

情報産業においては人手

不足が続いており、しば

らくはこの状況が続きそ

うです。ただ、仕事の発

注は首都圏で、地方で仕事

を行うには難しい状況にあ

ります。また、情報産業を

取り巻く環境は劇的な変化

のさなかにあり、クラウド

化、タブレットの普及、さ

らにＩｏＴ・ビッグデータ

活用、ＡＩなど技術革新、

情報セキュリティの複雑

化、自然災害に対する

（ＢＣＰ策定）など従来の

知識・技術だけでは通用で

きなくなってきており、素

早い最新情報収集、技術力

向上が望まれます。

このような状況の中、当

協会では、ＩＴ人材育成事

業（研修会、セミナー）、
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わが社の自慢を紹介します
 

経営基盤整備事業（ＩＳＯ

団体認証等）、会員相互情

報交換会、福利厚生事業

（スポーツ大会等）、関係

団体後援・協賛事業参加を

実施し、会員の皆様の技術

向上・活性化を図ってまい

りますので、今後とも当協

会に対しまして、より一層

のご協力・ご支援を賜りま

すようよろしくお願い申し

上げます。 

まだまだ暑さが続くと思

いますので、会員の皆様に

おかれましては、どうかく

れぐれもご自愛くださいま

すようお祈りいたしており

ます。 

･システム機器や周辺機器など、システム構築
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 開催イベント報告 

賀詞交歓会・講演会開催 

   

 

第４３回通常総会・記念講演会開催 
 
 

 

  

第８回ゴルフコンペ開催 

   

 

その他（後援行事・会議出席等ご報告） 

 

２月 ４， ５日 

２月２２，２３日 

 プロジェクトリーダー研修 

 （（学）山口コア学園 

  山口コアカレッジにおいて） 

 

３月１５日 

 山口県サテライトオフィス誘致 

協議会出席（県庁において） 

 

４月１１日 

 サイバーセキュリティパートナー 

シップ会議出席(山口県警において) 
 

４月２６日 

 山口県ネットワークセキュリティ 

協議会出席（山口県警において） 

 

６月１０日 

 山口県中小企業団体中央会総会 

出席（山口市内ホテルにおいて） 
 

７月２１，２２日 

プロジェクトリーダー研修 

 （（学）山口コア学園 

  山口コアカレッジにおいて） 
 

２月２０日（金）、山口グラ

ンドホテルにおいて、４０名の

方にご参加いただき、賀詞交歓

会を開催いたしました。 

今回の講演は、coco-emi 代表

の小林洋子氏による「イライラ

を減らし一年を穏やかに過ごす

ためのアンガーマネジメン

ト」、（株）リゾーム 代表取

締役社長 榮澤暁誠氏による

「リゾームＩＴ技術研修につい

て」、（株）日本マネージメン

トシステム 代表取締役 橋口

謙氏による「ＩＳＯ２７００１

団体認証について」でした。 

ＩＴ技術研修、ＩＳＯ２７０

０１団体認証とも協会への支援

金がいただける事業でもありま

す。皆様の参加申し込みをよろ

しくお願いいたします。 

５月２０日（金）、山口グラン

ドホテルにおいて、第１６１回理

事会に引き続き、第４３回通常総

会を開催いたしました。参加者３

７名（内正会員１６名 議決権委

任１２名）で、平成２７年度事業

報告、決算報告、会計監査報告、

平成２８年度役員改選（案）、事

業計画（案）、一般会計収支予算

書（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、記念講演として中国総合

通信局情報通信部長 三好伸明氏による

「IoT/ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ時代の情報通信政

策」、中国経済産業局情報・ﾍﾙｽｹｱ産業

担当参事官 閑田英敬氏による「ｲﾉﾍﾞｰｼ

ｮﾝによる成長実現に向けた経済産業省の

IT 関連政策」、山口県警本部ｻｲﾊﾞｰ犯罪

対策室長 水野美紀氏による「ｻｲﾊﾞｰ犯

罪対策について」、三井住友海上火災保

険株式会社 ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 栗原敬

和氏による「企業を労働災害リスクから

守る”ﾋﾞｼﾞﾈｽ J ﾈｸｽﾄについて」をご講演

いただきました。 

５月２８日（土）、宇部７２カント

リークラブ「阿知須コース」におい

て、７社１０名の方にご参加いただ

き、第８回ゴルフコンペを開催いたし

ました。優勝はダイワボウ情報システ

ム（株）の梅垣英治様、準優勝は中央

システム（株）の高橋博明様でした。

梅垣様はニアピン賞、高橋様はニアピ

ン賞とドラコン賞も獲得されました。

ベスグロ賞はＮＴＴ西日本（株）の伊

藤隆司様、もう一つのドラコン賞は

（株）宇部情報システムの友景浩様が

獲得されました。 

また、今回初参加ということ

で、梅垣様よりゴルフバックの

プレゼントがあり、急きょ、

「ゴルフバック争奪戦ジャンケ

ン大会」を開催し、（株）トク

ヤマ情報サービスの久戸瀬泰司

様が獲得されました。 

前日まで心配された天気もく

ずれることなく、無事終了いた

しました。 

次回は、１０月１日（土）に

開催予定です。 

（一社）山口県情報産業協会 
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