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「たいまつ」とは

毎月開催される理事会の報告を中心に、協会のトピックスについて月報として協会担当者様へお届けするものです。

バックナンバーを含めて協会ホームページの「広報」及び当月号は「神情協会報」に掲載しておりますので、Ｗｅｂ上で

も閲覧頂けます。協会ホームページＵＲＬ https://www.kia.or.jp

（広報委員会）

■知的財産交流事業(川崎モデル)フォーラム開催のご案内

来る 9 月 17 日（木）に「知的財産交流事業(川崎モデル)フォーラム」を開催します。このフォーラムは、川

崎市知的財産交流事業に参加する大手企業の知的財産を活用して、県内(川崎市・横浜市・神奈川県内各市町村)

の中小企業が製品化を検討するものです。皆様の新製品開発に資する活動として、是非ご活用ください。

また知的財産のプレゼンテーション後に、「”川崎モデル”から広がる ICT ビジネスの多彩な異業種コラボ

レーション」というテーマにて、藤沢久美様からのご講演をいただきます。ぜひ皆様の多数のご参加をお待ち

しております。

■開催日時   9 月 17 日（木）

【第 1 部フォーラム】15 時 00 分～17 時 55 分 【第 2 部交流会】18 時 00 分～19 時 30 分

■会  場  【第 1 部フォーラム】川崎商工会議所 2 階 会議室

【第 2 部交流会】川崎商工会議所 12 階 KCCI ラウンジ

※川崎商工会議所 川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル

http://www.kawasaki-cci.or.jp/about/access.html

■参 加 者   会員企業 50 名程度 会員外企業（一般申込）30 名程度

※交流会は計 50 名の定員となります。

■スケジュール【第 1 部フォーラム】

1)開催挨拶 神情協・川崎市

        2)大手企業知的財産プレゼンテーション

  一般財団法人 NHK エンジニアリングシステム、中国電力㈱、日本電信電話㈱

国立研究開発法人新エネルギー･産業技術総合開発機構、シャープ㈱

3)講演会

テーマ：”川崎モデル”から広がる ICT ビジネスの多彩な異業種コラボレーション

  講演者：藤沢久美様

内 容：・ICT 業界で元気の良いベンチャー企業等の事例について

  ・福祉、医療、介護、教育、農業等、あらゆる産業が ICT と融合しており、これ

らをどうビジネスの機会としてとらえていくのか？

  ・「川崎モデル」に代表される川崎市の支援と他の自治体との違いについて   

これらの事について、「なぜ“川崎モデル”は成功したのか？」の著者である、   

藤沢久美さんに、川崎の特異性ともいえる「おせっかい」や「依怙贔屓」、   

「現場主義」の有効性や、他の自治体の支援策との違いなどの観点からご説明

頂きます。

【第 2 部交流会】
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■参 加 費   フォーラム：無料 交流会：神情協会員 3,000 円／一般 4,000 円

※申込締切後の交流会のキャンセルは、キャンセル料をお預かりすることがございますので、

あらかじめご了承ください。

■共催団体   川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団 【敬称略】

■申込方法   参加希望の際は、9 月 10 日(木)正午までに、下記アドレスよりお申し込みください。

https://www.kia.or.jp/event/4684/book_form.php

■第 33 回技術セミナー「RUBY 再発見」開催のご案内

会員企業および県内の一般企業(非会員)を対象に毎年開催しております「技術セミナー」を本年も開催いた

します。

今年は、「Ruby 再発見」と題して、楽天、クックパッド、カカクコムなどが選んだ Ruby。大規模 Web システ

ムで採用が広がっている Ruby。なぜ 多くのシステムで Ruby が採用されるのか。Ruby の現状の解説と技術習

得、最新事例での生産性、適用メリットを紹介します。

経営者の方はもとより、開発業務に携わっている若手技術者にも、大変参考になる事と存じます、是非多く

の方に出席をいただきたくお願い申し上げます。

■開催日時   10 月 21 日(水) 15 時 00 分～17 時 30 分 ※開場 14 時 30 分

■会  場   横浜情報文化センター 大ホール

横浜市中区日本大通 11 番地 横浜情報文化センター6 階

※みなとみらい線「日本大通り駅」3 番(情文センター)出口 0 分

http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php

■テ ー マ   Ruby 再発見 ～Ruby の広がりと Ruby を採用した事例の紹介～

■講演内容   Ruby は、1993 年に生まれた日本発のオブジェクト指向スクリプト言語で、本格的なオブジェ

クト指向機能と、Perl のようなスクリプト言語としての手軽さを持ち合わせています。

2004 年発表の Web アプリケーションフレームワーク Ruby on Rails の流行に伴い、Web アプ

リケーションの分野で広く利用されるようになりました。

楽天㈱の自社システム、並びにクックパッド㈱、㈱カカクコムでの Ruby/Ruby on Rails 導入

を代表事例とし、大規模システムで導入も増えています。

また 2012 年には、ISO/IEC（国際標準化機構/国際電気標準会議）の標準規格として承認され、

今後も民間・公共を問わず幅広い分野での普及していくことが考えられます。

このように、ビジネスでの Ruby 導入が増える中、Ruby 技術者に対するニーズも拡大すると

予想されます。

本セミナーでは、第 1 部で Ruby の現状に加え、技術習得の方法を、第 2 部で大規模導入事例

を通した試行錯誤の数々や最新事例での生産性・強みなどをご紹介致します。

■対 象 者   若手技術者（SE）並びに経営者層

■プログラム  14:30    開場

(予定)   15:00～15:05 会長挨拶

15:05～15:15 技術委員会活動紹介

15:15～16:15 第 1 部「Ruby の現状、勉強の仕方」（質疑を含む）

       講師 前田修吾 氏：㈱ネットワーク応用通信研究所 取締役

16:15～16:30 休憩

16:30～17:30 第 2 部「Ruby 活用システム事例の紹介」（質疑を含む）

       講師 牧 俊男 氏：㈱日立ソリューションズ
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■講師紹介  【前田修吾 氏】

㈱ネットワーク応用通信研究所取締役、一般財団法人 Ruby アソシエーション事務局長

<プロフィール>

大学在学中に Ruby に出会い、以来 Ruby の開発に参加。1999 年、Ruby に関連した業務に従事

するため、まつもとゆきひろ氏が在籍する㈱ネットワーク応用通信研究所に入社、現在取締

役。業務として Ruby でシステム開発を行う一方、Ruby 関連のオープンソースソフトウェア

の開発に参加している。Ruby の普及と発展を支援する団体として設立された「Ruby アソシエ

ーション」の事務局長を兼任。執筆書籍として、「Ruby アプリケーションプログラミング」

他がある。

【牧 俊男 氏】

㈱日立ソリューションズ 技術開発本部 生産技術部 第１グループ 技師

<プロフィール>

2006 年、日立ソフトウェアエンジニアリング㈱（現、㈱日立ソリューションズ）入社。入社

以来、社内への技術支援やソフトウェア開発における生産性を向上させる取組みに従事。現

在は Ruby でのソフトウェア開発プロジェクトの立ち上げ、エンタープライズ向けのアーキ

テクチャの設計に注力。「Ruby 公式資格教科書 Ruby 技術者認定試験 Silver/Gold 対応」執

筆活動にも携わっている。

■参加費用   無料

※お申込み後、万一ご都合が悪くなった場合は、代理の方のご出席をお願い致します。

■募集人員   120 名

※定員になり次第、受付を終了させて頂きますので、受講希望者はお早めにお申込み下さい。

■お申込み   参加希望の際は、9 月 15 日までに下記アドレスよりご登録ください。なお、9 月 7 日より会

員外にも公開いたします。

https://www.kia.or.jp/event/4698/book_form.php

■平成 27 年 8 月度書面理事会報告

書面にて開催された理事会において、正会員 1 社と賛助会員 2 の入会について承認可決されました。なお、

7 月末の退会企業が 1 社(正会員)ありましたので、会員数は正会員 273 社、賛助会員 41 社、合計 314 社となり

ます。

■事務局報告

 8 月にご入会頂きました新入会員をご紹介します。どうぞ宜しくお願い致します。

区分 会社名 代表者名 所在地

正会員 ㈱シンクスバンク 代表取締役 平田 克二
東京都豊島区西池袋 1-11-1

メトロポリタンプラザビル 20F

賛助会員エプソン販売㈱ 横浜支店 支 店 長 下川 亮二
横浜市中区桜木町 1-1-8

日石横浜ビル 12F

賛助会員トラベルイノベーションジャパン㈱ 代表取締役 木地本健太郎
横浜市西区平沼 1-3-13

大勝ビル 4F

(敬称略)
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■9 月の活動日程

月日
曜

日
イベント名称 会場

9月 1日 火 第 2回広報委員会 事務局会議室

9月 2日 水 第 3回企業経営委員会&経営者勉強会 事務局会議室

9月 3日 木 女性活躍委員会「日帰り研修会」 東京消防庁 本所防災館

9月 4日 金 第 4回産学連携委員会<宿泊> 伊豆さくら山荘

9月 4日 金 メトロエリアグリーン会ゴルフコンペ 霞が関カンツリー倶楽部

9月 7日 月 第 2回川崎市交流委員会 ㈱ソフテム会議室

9月 7日 月 第 2回川崎市内施設見学会 川崎競馬場

9月 8日 火 技術委員会 アプリケーションコンテスト説明会① 開催 事務局会議室

9月 9日 水 第 4回教育研修委員会&第 2回教育担当管理者セミナー 事務局会議室

9月 10日 木 ANIA 全国大会(11 日まで) 金沢市

9月 10日 木 第 3回 IoT フレームワーク研究会 事務局会議室

9月 11日 金 IT プロジェクトマネージャーのための人間系スキル強化講座 事務局会議室

9月 12日 土 第 27 回軟式野球大会ベスト 16 戦 平塚市大神スポーツ広場

9月 14日 月 ネットワーク管理入門講座(15 日まで) 西部総合技術校

9月 14日 月 新任管理職養成講座 事務局会議室

9月 15日 火 ネットワーク管理入門講座 西部総合技術校

9月 15日 火 第 3回技術委員会&オープンセミナー 事務局会議室

9月 17日 木 9月度正副会長会議 ㈱ソフテム会議室

9月 17日 木 9月度理事会&知的財産交流事業(川崎モデル)フォーラム 川崎商工会議所

9月 18日 金 第 3回 30 周年事業特別委員会 新都市ホール(横浜そごう 9F)

9 月 24 日 木 派生開発研修会 事務局会議室

9月 25日 金 第 7回フットサル大会抽選会 事務局会議室

9月 26日 土 第 27 回軟式野球大会ベスト 16 戦<予備日> 平塚市大神スポーツ広場

9月 29日 火 海外視察研修会事前説明会(予定) 事務局会議室

9月 30日 水 情報系専門学校殿との情報交換会 AP横浜～ホテルキャメロット

「たいまつ」についてお問い合わせ先

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 事務局

TEL 045-316-2244    FAX 045-316-2246
E-mail kia@kia.or.jp  URL https://www.kia.or.jp


