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山口情産協ニュース

今後の行事予定

９.２７(木) 

２８(金) 
・ANIA

１０.２０(土) ・第１３

１１.３(土) ・スポーツ大会

１１.３０(金) 
・第１７３

・講演会

  

 

 

 

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。

会員加入状況
（９月１日現在）

正 会 員 ２８社

賛助会員 ２

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。 
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６月末より西日本を中心

に降り続いた記録的な豪

雨は、各地に甚大な被害を

もたらしました。西日本豪

雨災害の犠牲になられた

方々に、心より哀悼の意を

表しますとともに、ご自宅

被害・避難生活など不自由

な生活を余儀なくされてお

られる皆様に、心よりお見

舞い申し上げます。

山口県では、明治１５０

年プロジェクト『やまぐち未

来維新』の中核イベントで

ある、やまぐちゆめ花博が

９月１４日（金）から開催さ

れます。山口県情報産業

協会としても、花博の成功

に向けて、微力ではござい

ますが応援したいと思って

おります。

５月１

て、第１

総会を開催いたしました。参加者３

員２２

事業報告、決算報告、会計監査報告、

度役員改選

書(案

見・質問もなく承認されました。

総会終了後、

講演として

総合通信局情報通信部長

経済産業局情報・ﾍﾙｽｹｱ産業担当参事官

大倉司郎氏にそれぞれＩＴ業界向けの施策に

ついてご講演いただきました。その

財）やまぐち産業振興財団の小林一巳氏に

補助金の説明と山口県企業立地推進課課長

髙林兼行氏にサテライトオフィスについての

第４７回通常総会・記念講演会開催
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また山口県

西日本衛星防災利用研究

センターが宇部市に開設さ

れたことから、宇宙ビジネス

の動きが活発になっていま

す。２０１７年度は「衛星リモ

ートセンシング産業応用調

査事業」を産業技術センタ

ー様から、当協会が受託い

たしました。２０１８年度から

は、「やまぐちスペースヒル

構想」として産学官連携で

衛星の観測データを活用し

た新産業の創出を山口県

は目指しています。宇宙デ

ータの利用は、人口衛星か

ら得られるデータと地上の

様々なデータを組合せ、ＡＩ

技術を使用して解析するこ

とになります。今後も、山口

県情報産業協会としては協

力を惜

第４７回通常総会・記念講演会開催

山口情産協ニュース 
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第１２回ゴルフコンペ開催 

    

クラウド講演会開催 

 
 
 

 

 

その他（後援⾏事・会議出席等ご報告） 

 

３月１２日 

山口県中小企業団体中央会 

補助金説明会出席 

（於：） 

 

４月２７日 

 サテライトオフィス協議会出席 

（於：山口県庁） 

５月２１日 

 山口県中小企業団体中央会 

理事会出席 

（於：山口グランドホテル） 

 

６月 １日 

 ネットワークセキュリティ協議会出席 

（於：山口県警本部） 

 中国情報通信懇談会総会出席 

 情報通信月間記念式典出席 

（於：ＡＮＡクラウンホテル広島） 

 

７月２４日 

 スペースヒル推進会議出席 

（於：山口県庁） 

７月２６日 

 ＩＴ導入支援事業説明会出席 

（於：山口商工会議所） 

 

５月２６日（土）、宇部７２カントリークラブ「阿

知須コース」において、６社７名の方にご参加

いただき、第１２回ゴルフコンペを開催いたしま

した。 

今回が初参加の事務局長は、ゴルフをあま

りしないので、ＮＴＴ西日本の梅谷様にお手伝

いいただきながらも、進行に四苦八苦したよう

です。 

 

優勝はこちらも初参加の富士ゼロックス山

口（株） 浅田修久様でした。 

この度は、賞品の準備にも不備が

あり、みなさまにご不快な思いをさせ

てしまいましたことをお詫び申し上げ

ます。 

 

次回は、１０月２０日（土）に開催を

予定しております。９月初旬にご案内

をお送りいたしますので、スケジュー

ルをご調整いただき、ぜひ、ご参加く

ださい。 

（一社）山口県情報産業協会 

 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク１番 

  株式会社 エイム 内 

TEL/FAX：0836-51-9525 

E-mail：yiiajim@yiia.org 

URL：http://www.yiia.org/ 

 

２月９日（金）、山口グランドホテルにお

いて、３０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、衛星リモートセンシン

グについて、山口県内の企業に対して調

査する事業を請け負いましたことから、

山口県産業技術センターの藤本氏と(株)

エイムの伊藤氏にお越しいただき、山口

県内の取組みと調査結果についてご講

演いただきました。 

残念ながら、山口県ではあまり認知さ

れておらず、ビジネスチャンスにはなか

なか結び付かないようです。 

８月２４日（金）、山口グランドホテルにおいて、

４２名の方にご参加いただき、クラウド講演会を開

催いたしました。 

今回の講演は、クラウドサービスの最新事情と

運用事例として、「ｸﾗｳﾄﾞ事業者が語る、ＩｏＴを活

用する新規事業の実際」ＧＭＯクラウド(株)様、「ド

コモが取り組むＩｏＴによるビジネス変

革～beyond2020～」(株)ドコモＣＳ中国

様、「製造現場における可視化（見え

る化）事例と最新動向」新川電機(株)

様の３つの演題でご講演いただきまし

た。 

また、今回の講演には、非会員様

が１６名ご出席され、盛況のうちに終

えることができました。 

次回は、１１月３０日（金）に山口グ

ランドホテルにおいて、ＡＩ・ディープラ

ーニング関連の講演を計画しておりま

すので、ぜひ、ご出席ください。 

また、当日の受付で７月の豪雨災害義

援金をお願いいたしましたところ、１２，１０

０円のご協力をいただきました。早速、日

本赤十字社山口県支部に振り込みました

ことをご報告させていただきます。 


