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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）

■平成 29 年賀詞交歓会開催のご案内

業界の更なる発展を目指し、会員相互の懇親を深めていくことで行ないます賀詞交歓会を平成 29 年も開催

いたします。

今回の賀詞交歓会は、神情協創立 30 周年を迎えた記念すべき会であることから、より多くの会員の方々の参

加をお願いしたく存じます。また、新しい年が業界や貴企業にとって良い年であるよう祈念申し上げます。

参加を希望の際は、1 月 6 日(金)までにお申し込み下さい。

■日  時   平成 29 年 1 月 13 日(金) 17 時 00 分～19 時 00 分

■会  場   横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 日輪の間（5 階）

横浜市西区北幸 1-3-23 TEL 045-411-1111

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/access_map/

■会  費   1 社 1 名は無料 2 人目からは 5,000 円／名

※会費が発生する会員につきましては、賀詞交歓会終了後、別途請求いたします。

※キャンセル等は開催日の前日までにお願いします。当日のキャンセルで会費が発生する場

合は、大変申し訳ありませんが、会費を請求させていただきます。

■申込方法   参加希望の際は、1 月 6 日(金)迄に、下記アドレスからお申し込み下さいますようお願いい

たします。お申し込みと同時に、参加券を返信メールにてご送付致しますので、当日、ご持

参下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5061/book_form.php

■第 34 回技術セミナー及びアプリコンテスト優秀作品表彰発表会

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、「オープンデータ」をビジネスに結びつけるためのヒントを紹介する講演を開催します。

「オープンデータ」は各方面での有効活用、活用範囲の拡大など注目されており、アプリケーションコンテ

ストでも応募部門として取り上げております。

さらに今年度は、協会創立 30 周年記念行事としてアプリケーションコンテストの最優秀賞、優秀賞の授賞式

と受賞作品の発表会を行います。

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。

なお、技術セミナー終了後、講演講師とアプリコンテスト発表者を囲んでの懇親・懇談会も予定しておりま

すので、併せてご出席くださいますようお願い致します。但し、懇親・懇談会のご参加は神情協会員と関係者

のみとなります。
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■日  時   1 月 25 日(水) ※開場 14 時 00 分

表彰発表会・技術セミナー 14 時 30 分～17 時 00 分

懇親会          17 時 15 分～18 時 45 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

■内  容   1)アプリケーションコンテスト表彰式

        神奈川県情報サービス産業協会 30 周年記念イベントとして実施するコンテストです。オ

ープンデータ部門、フリー部門別に地域や社会に何らかの貢献が可能な「お役立ちアプリ」

の応募作品の中から選ばれた優秀作品の作成者を表彰します。

2)学生 IT コンテスト及びアプリケーションコンテスト優秀作品発表会

3)技術セミナー

テーマ：オープンデータ ビジネス展開の可能性

講 師：谷畑良胤(たにはた よしたね)氏 週刊 BCN 編集委員

紹 介：1964 年 12 月、埼玉県所沢市生まれ。日本大学法学部新聞学科を卒業後、㈱日本

教育新聞社に記者として入社。その後、ソフトバンク BB㈱の EC（電子商取引)サ

イト「バーティカルネット」に入社。

     2002 年 11 月、㈱BCN に入社

     2007 年 5 月、同社「週刊 BCN」編集長に就任

     2012 年 12 月、同紙編集委員に就任

4)懇親･懇談会

講演講師とアプリコンテスト発表者を囲んでの懇親･懇談会を実施します。但し、神情協会

員限定となります。

■スケジュール 14:00    開場

14:30～14:35 会長挨拶

14:35～14:50 アプリケーションコンテスト表彰式

14:50～16:00 優秀作品発表会

16:00～16:10 休憩

16:10～17:00 技術セミナー

17:15～18:45 懇親･懇談会

■対 象 者   若手技術者（SE）並びに経営者層

■参加費用   表彰発表会・技術セミナー：無料  懇親・懇談会：5,000 円／名

※お申し込み後、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。

※懇親会の参加費は、別途、ご請求書を送付しますので、指定口座までお振込み下さい。

※1 月 19 日以降の懇親会キャンセルは、大変申し訳ございませんが、参加費をご請求させて

頂きますので、予めご了承願います。

■定  員   120 名

※12 月 22 日より会員外にも公開いたしますので、参加希望の際はお早めにお申し込み下さ

い。定員になり次第、受付を終了させて頂きます。

■お申し込み  参加希望の際は、1 月 10 日(火)までに下記アドレスよりご登録ください。なお、表彰発表会

のみの参加はできません。技術セミナーと併せてご参加下さい。技術セミナーのみの参加は

可能です。

https://www.kia.or.jp/event/5209/book_form.php
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■第 45 回｢神情協ビジネスフォーラム｣商談発表会発表企業募集します

来る平成 29 年 2 月 16 日(木)に開催いたします「神情協ビジネスフォーラム」の「商談会」において、商談

発表を希望される企業を募集致します。

つきましては、「案件発表」、「自社ＰＲ」、「製品紹介」等をご希望の会員様がございましたら、平成 29

年 1 月 9 日（月)正午までに事務局宛にお申し込みください。正会員、賛助会員いずれも参加可能です。

なおフォーラム開催後 3～4 ヵ月後に、発表後の商談成立状況等の確認のアンケートをいたしますので、こち

らにご協力いただけることが、発表の条件となります。どうぞよろしくお願いいたします。

■日  時   2 月 16 日（木）

        【第 1 部】フォーラム商談会 17 時 15 分～19 時 00 分頃（こちらで発表いただきます）

        【第 2 部】フォーラム懇親会 19 時 00 分頃～

※スケジュールは後日変更する可能性があります。

■場  所   ホテルキャメロットジャパン ジュビリーⅡ（商談会・懇親会ともに）

        横浜市西区北幸 1-11-3 TEL：045-312-2111 ※横浜駅西口より徒歩 7 分程度

■発表時間   合計 90 分程度となり、発表希望社数に応じて、１社あたりの発表時間は増減いたしますが、

10 分は確保いたします。

      ※なお委員会にて、発表内容を勘案させて頂き発表企業を調整させて頂きます。案件発表者

様・初めてのご発表の方を優先させていただきますので、ご了承ください。

       そのため、応募者多数の場合は発表が出来ない場合もございます。予めご了承下さい。

■発表資料   ご発表には下記の資料を 2 月 7 日(火)までご準備ください。

1)投影用資料

         パワーポイント等 PC からプロジェクター投影するためのデータです。なお、ページの制

限はありません。

2)配布資料

事務局にて冊子印刷にいたしますので、ワード等のデータ（A4 サイズ）2 枚を限度にご作

成をお願いします。パワーポイントですと 4 スクリーンまでとなります。なお、ここには、

できるだけ、担当者様のお名前・メールアドレス・TEL を記載ください。

3)製品等の資料 Web ページ

必須の資料ではありません。ご案内のメール等に掲載いたします。

■発表資料   上記発表資料の 1)投影用資料、2)配布資料を 2 月 7 日(火)正午必着にて、神情協事務局に送

締め切り   付ください。なお、上記締め切りまでに資料をお揃えいただくことが、発表応募の条件とな

ります。また、3)製品等の資料 Web ページについては、御社 Web ページ内のアドレスをお教

えください。

■お申し込み  商談会にて発表をご希望の方は、1 月 9 日（月）迄に事務局までお申し出下さい。

なお、応募多数の際は、締め切り前に受付を終了させていただくことがありますので、予め

ご了承ください。

■第 29 回軟式野球大会参加チーム募集について

恒例の「軟式野球大会」を下記の通り開催致しますのでご案内申し上げます。

前回は、第 1 回戦及び敗者復活第 1 回戦を平塚大神スポーツ広場で開催いたしましたが、本開催に関しアン

ケート調査をいたしましたところ、「グランド確保が難しいので、一斉に開催できるのは良かった」という意

見の反面、「雨天等による延期や中止があると参加できないチームが出る場合があり、その後の進行や相手チ



4

ームへ迷惑をかけ、運営に支障をきたす」といったマイナス面も大きいといった声があったことから、労働福

利委員会内で検討した結果、従来行っていた日産グリーンカップ方式に戻すことといたしました。大会方法が

変更になることについて、各チームにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程、宜しくお願いします。

また、暫く行っていませんでしたが、最近、神情協のスポーツ大会で負傷事故が発生していることもあり、

大会中の注意事項等の徹底を図る意味で「キャプテン会議＆組合せ抽選会」を開催いたします。参加チームの

方は必ず出席いただきたくお願い申し上げます。

参加をご希望のチームは、下記内容を良くご理解の上、1 月 27 日(金)までに神情協事務局宛にお申し込み下

さい。多数のチームのご参加をお待ちしております!

■募集チーム  40 チーム

※募集チームを超える参加があった場合は、別途運営委員会にて協議します。

※混成チームの出場可

■参加基準   1)一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会に加盟している会社であること。ただし、前

回大会で出場した神奈川県情報サービス産業健康保険組合のみ加盟のチームについては参

加を認める。

2)運営方法とルールを守れる会社又はチームであること

3)大会中での事故については当事者相互で解決すること

4)今シーズンから新たに必須条件として安全を考慮し、以下項目をマニュアルに追加します。

・打者及び走者用に両側か片側にイヤーフラップのついたヘルメット計 4 個を必ず着用す

ること。なお、次打者及びベースコーチ用を合わせ、7 個のヘルメットを着用すること

が望ましい。

  ・キャッチャー用防具としては、レガース、マスク、ヘルメットは必須。プロテクターは

任意とする。

【参考】野球・ソフトボール用具規則(軟式野球）から抜粋

4.装具の使用は、公認野球規則で規定されるもののほか、次の定めるものを装着または使用

しなければならない。

  (1)捕手用のマスクは、連盟公認のものを使用しなければならない。

  (2)捕手は連盟公認のレガーズ・プロテクター、S・G マークのついた捕手用ヘルメットを

装着しなければならない。

(3)打者、次打者及び走者は、S・G マークのついた連盟公認のヘルメットを必ず着帽しな

ければならない。

(4)打者、次打者、走者、ベースコーチはヘルメットを着用しなければならない。

      一般チームの打者、次打者、走者は両側か片側にイヤーフラップのついたもの。

参考 URL http://www.mizuno.jp/baseball/rule/rubber_ball.aspx

■参加費用   神情協加盟チーム 6,000 円／１チーム

神奈川県情報サービス産業健康保険組合のみ加盟チーム 10,000 円/1 チーム

※キャプテン会議＆組み合わせ抽選会が終わりましたら、請求書を郵送いたしますので、指

定日までにお振込み下さいますようお願い致します。なお、キャプテン会議＆組み合わせ  

抽選会後の辞退については、参加費を返金いたしませんので、ご了承願います。

※大会途中で「参加基準」に記載の加盟団体を退会した場合は、その時点で出場資格は消滅

とし、参加費についても返金はできませんので、予めご了承下さい。

■キャプテン 日時：2 月 24 日(金)16 時～17 時  場所：神情協事務局会議室

会議・抽選会 ※各チーム 1 名の参加をお願いします。参加されないチームは、大会に出場できませんので

ご注意ください。

※後日、詳細についてご案内します。

http://www.mizuno.jp/baseball/rule/rubber_ball.aspx
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■今回の大会  1)第 1 回戦から「日産グリーンカップ方式」により試合運営します。

概要     2)初戦敗退したチームで敗者復活トーナメントを行い、準々決勝時点で敗者復活戦上位 2 チ

ームを本戦に組み込みます。

3)最終戦（3 位決定戦及び決勝戦／閉会式）は、伊勢原サンシャイン球場で 2017 年 10・11 月

頃（第 1 希望 10/21、第 2 希望 11/25 会場が確保でき次第連絡）の土曜日に開催を予

定しています。

■申し込み   1 月 27 日（金）までに下記アドレスからご登録ください。なお、ご登録の際、担当者の欄に

は野球関係の連絡が取れる方をご入力ください。

https://www.kia.or.jp/event/5223/book_form.php

■ⅰCD(ⅰコンピテンシディクショナリ）紹介セミナー開催のご案内

2014 年に発表されたｉコンピテンシディクショナリ（以下、iCD）は、自社の業務モデルに即した人材育成の

仕組みを運用・展開するための辞書として活用されております。

また、今年度は iCD 活用企業認証の開始、iCD オフィシャルサイトの開設と、さらに活用の広がりを見せて

おります。

つきましては、この度、IPA（情報処理推進機構）と CSAJ（コンピュータソフトウェア協会）の協力の下、神

奈川県情報サービス産業協会の会員企業の方々に向けて、iCD の概要と現状を紹介し、実際に iCD を取り入れ

て自社の人材育成に活用している企業様からの事例を紹介するセミナーを開催いたします。iCD を活用した経

営プロセスの改善及び人材育成施策の立案に興味がある方は奮ってご参加ください。

なお、このセミナーに参加された方は、iCD 活用認証制度の「ブルー認証」付与の対象となります。社内に

iCD を導入することを検討している企業の方も奮ってご参加ください。

参加希望の際は、2 月 10 日(金)までに事務局宛にお申し込み下さい。

■日  時   2 月 17 日(金) 15 時 00 分～17 時 30 分

■会  場   神情協事務局 会議室

横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-5 タクエー横浜西口ビル 7F TEL 045-316-2244 

http://www.kia.or.jp/association/office.php

■内  容   15:00～15:10 ご挨拶（今西委員長）

15:10～16:10 「iCD の概要と活用方法」IPA 遠藤 修氏

    ＜休憩＞

16:20～17:00 「iCD 導入事例紹介」（第 1 期 iCD 活用ワーキングメンバ）

  株式会社データプロセスサービス 大西 雄一氏

  株式会社ソフテム 山崎 武志氏

  株式会社ジェイエスピー 野澤 渉氏

17:10～17:30 「iCD 企業認証とワークショップの紹介」

  株式会社インフォテック・サーブ 木田 徳彦氏

  CSAJ 人材委員会副委員長 iCD 研究会主査

■定  員   30 名(満席になり次第締め切りとさせて頂きます)

■参 加 費   無料

■お申し込み  参加希望の際は、2 月 10 日(金)までに下記のアドレスからお申し込み下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5213/book_form.php

https://www.kia.or.jp
http://www.kia.or.jp/association/office.php
https://www.kia.or.jp/event/5213/book_form.php
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■教育研修講座のご案内

受講希望の際は、各講座の締切日までに指定のアドレスからお申し込み下さい。なお、受講料につきまして

は、請求書を発送いたしますので、指定口座にお振込み下さい。また、申し込み締め切り後のキャンセルは、

受講料を全額ご負担いいただくこととなりますので、予めご了承下さい。代理出席は可能です。

開講日 講座名 締め切り

1月24日(火)
“伝えベタ”なあなたにチャンス！わかりやすく伝える技術講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5064.html
1月6日(金)

1月25日(水)
メンター育成講座【これなら確実に新人を育てられる技術と意識】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5065.html
1月10日(火)

1月27日(金) 要件定義に必要なスキル育成シリーズ講座【提案スキル】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5171.html
1月12日(木)

2月6日(月)
“自分がした方が早い”という呪縛から逃れるための「任せる技術」強化法講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5071.html
1月20日(金)

2月14日(火)
ビジネスモデルキャンバス講座【ビジネス創出のための絵の描き方】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5077.html
1月30日(月)

2月15日(水)

～16日(木)

JavaによるAndroidアプリケーション講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5195.html
1月31日(火)

2月15日(水) 業務効率化のためのVBA活用講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5066.html
1月31日(火)

2月20日(月)
若手スタッフの自分軸づくりを支援する「ミッション&ビジョン」設定講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5083.html
2月3日(金)

2月22日(水)
仕事の質を高めるための「プロジェクトマネジメントの基本」講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5084.html
2月7日(火)

-----
春期情報処理試験対策模擬テスト【TAC】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5214.html
1月30日(月)

-----
春期情報処理試験対策模擬テスト【ITEC】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5215.html
2月6日(月)

4月4日(火)～
平成29年度新入社員教育講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5202.html
1月20日(金)

4月10日(月)

～

平成29年度新入社員教育講座（新横浜会場）

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5216.html
1月20日(金)

■平成 28 年 12 月度理事会報告

12 月 15 日(木)に開催された理事会において、下記のとおり承認可決されましたのでご報告します。

決 議 事 項

第一号議案 入会申し込み承認の件

   正会員 2 社、賛助会員 2 社の入会について承認可決された。また、10 月末での賛助会員 1 社の退会があ

ったことから、12 月度理事会時点の会員数は、正会員 290 社、賛助会員 42 社、合計 332 社となった。

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5064.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5065.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5171.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5071.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5077.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5195.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5066.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5083.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5084.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5214.html
https://www
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5202.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5216.html


7

協 議 事 項

1. 経営戦略フォーラム（30周年記念事業）の開催について

前山常務理事より、3 月 16 日(木)、ホテルキャメロットジャパンにて「経営戦略フォーラム（30 周年

記念事業）」を開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。

なお、今回は「未来技術と IT の未来」をテーマとして、講師は梅田耕三郎氏（東京大学客員教授、㈱

オープンストリーム顧問）、滝田好宏氏（防衛大学教授）に依頼する。

2. 第 29 回軟式野球大会開催について

板橋常務理事及び大指理事より、第 29 回軟式野球大会の開催について提案があり、議長がこれを諮った

ところ異議なく承認可決された。

今回は、従来からの日産グリーンカップ方式での大会進行とする。また、安全面を考慮しヘルメット着

用等の規則を追加するとともに、キャプテン会議を行い徹底させることにする。なお、大会は 4 月から開

始し、最終戦の会場確保の日程により 10 月又は 11 月に終了する予定。

3. 平成 29 年度定時社員総会記念講演会講師について

内藤専務理事より、6 月 15 日に開催する平成 29 年度定時社員総会記念講演会講師について、TV 等にも

出演している経済ジャーナリスト 渋谷和宏氏を推薦したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異

議なく承認可決された。

報 告 事 項

1．事務局報告

内藤専務理事より、1) 役員忘年会及び懇親ゴルフについて、2) 1 月度理事会について、3) 後援名義使用

許可について、4) 賀詞交について、5) 委員会対抗・会員紹介キャンペーン進捗状況、6)12 月～1 月協会活

動予定について報告があった。

■事務局報告

 12 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 株式会社アイネックス 代表取締役  浜畑 方大
221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-5

正会員 ネクスト・セキュリティ株式会社 代表取締役  仲西 敏雄

140-0004

東京都品川区南品川 2-4-7

アサミビル 5F

賛助会員
NTT コムマーケティング株式会社

神奈川営業所
所  長   藤井 徹也

220-0004

横浜市西区北幸 1-9-2

NTT 横浜西ビル 8F

賛助会員応研株式会社 代表取締役社長 原田 明治

151-0053

東京都渋谷区代々木 2-27-12

応研新宿ビル

(敬称略)
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■1 月の活動日程

月日 曜 イベント名称 会場

1月 4日 水 事務局仕事始め

1月 6日 金 行政へ新年の挨拶回り 県、横浜市、川崎市

1月 10日 火 心情フォトクラブ額入れ 事務局会議室

1月 11日 水 女性活躍委員会介護勉強会 事務局会議室

1月 12日 木 提案・見積実践講座 事務局会議室

1月 13日 金 平成 29 年賀詞交歓会
横浜ベイシェラトンホテル&

タワーズ

1月 17日 火 アプリケーションコンテスト 2016 最終審査会 事務局会議室

1月 17日 火 第 5回技術委員会&オープンセミナー 事務局会議室

1月 18日 水 管理職候補生養成講座 事務局会議室

1月 19日 木 ソフトウェアテスト基礎講座(20 日迄) 事務局会議室

1月 24日 火 “伝えベタ”なあなたにチャンス!「わかりやすく伝える技術」講座 事務局会議室

1月 25日 水 メンター育成講座【これなら確実に 20 代を育てられる】 事務局会議室

1月 25日 水 第 34 回技術セミナー及びアプリコンテスト優秀作品表彰発表会 情報文化センターホール

1月 26日 木 第 5回ＩＯＴ研究会 事務局会議室

1月 26日 木 神情協共済会総会 横浜国際ホテル

1月 27日 金 要件定義に必要なスキル育成シリーズ講座【提案スキル】 事務局会議室

「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


