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この人いいね！

第26回軟式野球大会

開催日：平成26年10月18日
（土）
労働福利委員会

10月18日に伊勢原サンシャイン・スタジアムにて決勝戦と3位決定戦が行われた。
試合当日は雲一つない秋晴れの中、白熱した試合が行われた。
三位決定戦 東計電算 vs フジシステムズ
ベスト4常連の両チーム、東計電算は敗者復活トーナメントからの進出となる。第24回大会の3位決定戦も同
じ対戦でその時はフジシステムズが勝利している。
試合は両チームとも立ち上がりを無失点で抑え、フジシステムズ2回裏の攻撃、チーム初ヒットで出塁したラン
ナーを2アウトからのタイムリーで先制。さらに相手の失策もありこの回3点をあげた。しかし、東計電算も3回の
表にすぐに同点に追いつき試合を振り出しに戻す。
その裏を無失点に抑え勢いをつけたい東計電算だったが、フジシステムズは足をからめた攻撃が功を奏し2点勝ち越
すと、それからはフジシステムズが試合をリードし、毎回得点をあげる。結果は10対5でフジシステムズが勝利し3位となった。
決勝戦 日本電気 vs シンポー情報システム
大会3連覇のシンポー情報システムと日本電気の決勝戦は予想どおりのすばらしい好ゲームとなった。
シンポー情報システムは3連覇に導いた絶対エースが先発。サウスポーからテンポよく投げ出される緩急をつけた投球で初回の日本電気の攻撃
を無失点で抑えた。その裏、日本電気のエースは速球派右腕。シンポー情報システムはその立ち上がりを攻め2点を先制、4連覇に向けて幸先の良
いスタートを切った。
このままシンポー情報システムのペースで進むかと思われたが、日本電気のピッチャーが立ち直り2回以降躍動感あふれる投球で追加点を与えない。
ピッチャーの好投に応えたい日本電気打線は、4回についに1点を返し、2対1と1点差に詰め寄る。
4回の裏も無失点に抑えた日本電気が、5回の表にヒットと守備の乱れからノーアウトランナー 1塁、2塁と同点のチャンスを迎え日本電気ベンチ
は盛り上がる。しかし、ここからが三連覇の底力、絶対点を与えてはいけない場面からの守備陣の集中力は素晴らしく無失点に抑えた。
2対1で迎えた6回裏、シンポー情報システムがツーアウトから勝利に近づく追加点をあげ、3対1で最終回を迎え、シンポー情報システムはクロー
ザーを投入。連続三振でツーアウトを取るが、日本電気のバッターがフォアボールを選び出塁すると、果敢に盗塁を試みるもアウトとなりゲームセット。
3対1でシンポー情報システムが勝利し、大会4連覇を達成した。
大会MVPは初回に2打点をあげた、シンポー情報システムのサード井坂優
希選手が選ばれた。
最後に常山会長からハイレベルの戦いを繰り広げた4チームに対し、感動
と感謝の念を伝え、第26回大会は閉幕となった。
株式会社アルファ・ウェーブ 大指一郎

神情協学生ITコンテスト最終選考・発表会

開催日：平成26年11月27日
（木）
産学連携委員会

IT業界のことを好きになった学生さんが増えた手応えを感じました。
11月27日に学生ITコンテストの最終選考・発表会が行われました。今年度が初の試みとなりますが、ビジネス企画部門、ITプロダクト部門
合わせて37件のエントリーがあり、一次審査、二次審査を経た9組のファイナリストが最優秀賞を懸けて懸命なプレゼンを戦わせました。神
情協の審査委員には会長、担当副会長、産学連携委員会、技術委員会、教育研修委員会、SE講座特別委員会から13名を選定してこれに当たり
ました。
優秀賞は中央大学の 4 名のチームによる「PRO-FRESHNESS（腐る前に今日こそ使おう）
」
、青山学院大学の 4 名のチームによる「ICT を
用いた観光客満足度 UP 大作戦」の 2 作品が選ばれ、神奈川工科大学院生の作品「PDF レイアウター」が最優秀作品に選ばれました。この作
品は PDF を自在に配置できるソフトで完成度も高く、実
際に使ってみたいという声も多く有りました。委員会と
してビジネス化の方法を模索することを考えると共に、
学生さんの柔軟な発想とのビジネスの創造を産学連携事
業として形に出来ることを目指して行きます。
株式会社ユーズウェア 小川名剛彦

開催日：平成27年1月16日（金）

神奈川県情報サービス産業 平成27年合同賀詞交歓会

神情協事務局

会場に溢れんばかりの盛大な賀詞交歓会
平成27年1月16日（金）17時から、横浜ベイシェラトンホテル＆
タワーズ「日輪の間」で合同賀詞交歓会が開催された。
神奈川県情報サービス産業厚生年金基金の解散が決まり、今年は
神奈川県情報サービス産業健康保険組合との合同となったが、500
名を超える参加者が新年の挨拶を交わしていた。
神情協常山勝彦会長の開会の辞では、マイナンバー特需が期待でき、県内IT企業も大いに成長する年にしたい。技術者の採用
では各社とも苦戦しているが、協会のリクルート活動を通して大学や専門学校に働きかけ、会員各社の採用を支援していきたい
と抱負を述べた。
そして、協会活動にも触れ、1000人近くが選手や応援で参加したフットサル大会、600人の社員や家族が参加した江の島
での地引網を紹介。企業経営ではビネス交流、産学連携では11年目を迎え13校で行っているSE講座、昨年から始めたITコン
テストなどを報告された。
また、今年は、久しぶりにアジアICTツアーを実施したい。そして、神情協設立30周年の準備もスタートし、そのメインテー
マは「未来企業への挑戦」、サブテーマは
「新技術・新分野・新規事業、そしてグローバル化へ」という内容で、会員企業が元気
で魅力ある企業となるよう取り組んでいくと挨拶された。
30周年記念行事は、杉之間伸男副会長を中心に検討していくとのこと。全会員が協力して盛り上げたい。
経済産業省の小池雅行地域情報化人材育成推進室長からは、補正予算はITなくして有効利用できないので活用してほしいと
ご挨拶いただき、神奈川県のご出身ということで気さくにジョークを交えた乾杯となった。
予算の査定時期でご多忙のため、宴半ばに駆け付けてくださった黒岩祐治神奈川県知事からは、これからの時代は幅広い情
報の活用が重要、皆さんが牽引してほしいとのお言葉をいただいた。
今年の賀詞交歓会は、フラメンコ舞踊のアトラクションも入り、あっという間にお開きの時間になり、健康保険組合の渡邉安好理事長の三
本締めで閉会となった。

広報委員会

開催日：平成26年11月15日
（土）

第5回フットサル大会

労働福利委員会

65チーム選手応援団約1,000人が集まり勝利をめざして熱い戦いの1日となった
横浜みなとみらいスポーツパークで絶好の晴天にめぐまれ、8時30分開会式でスタートし、決勝戦は日も暮れ18時00分に終了し無事閉幕となる。

優勝

株式会社アイネット

昨年準決勝で惜しくも敗れてしまったその悔しさから、優勝に拘り1試合はＫＯ戦勝ちも
あったが、確実に点数を重ね見事優勝に輝いた。
練習は月1回くらい、社内に複数チームがあり社内大会も開催するほどフットサルは会社
をあげて盛況のようである。
20歳から30歳のエンジニア・ネットワークに携わる社員が多く、女性は唯一1名。
▲ キャプテン

ふくいさん

キャプテンに今回の優勝について聞いたところ、皆の協力と社長の一声「負けたらチー
ムは廃止！」という渇に根性で勝ち取ったそうである

準優勝 NTTデータフォース株式会社
くじ運が強いと言われている「のむらさん」が見事決勝トーナメント抽選権を獲得し出場
へ。あれよあれよという間に決勝戦へ。これまでベストエイトが最高であったが今回予選
通過後1回戦で2点を獲得、その際上位を確信したそうである。
強行のアイネットさんへ惜しくも敗れ準優勝となるが選手の皆さんは大変はつらつ
としていた。ここまでこれたのは皆が一丸となり戦ったことにつきるとキャプテンは
力強く話していた。
▲ 抽選に当たる

3位

のむらさん

株式会社宮川製作所

昨年同様3位を勝ち取った。その中でも予選から活躍していた「しずかわゆきさん」。紅
一点！女性の得点を活かし見事勝ち続ける。
しずかわさんは、1回目大会から参加され、その間産休育休そして今回復帰後見事な上
位となる。男性陣が優しいため気楽にやってこれると話す。フットサルは少人数のため日
▲ しずかわさん

試合結果

お子さんとツーショット

優勝：アイネット

頃ばらばらに仕事をしている皆ともコミュニケーションが取れるところが良いそうである。
現在は30歳〜 50歳のママさんフットサルでも活躍中。お子さんを連れての参加であった。
2位：NTTデータフォース 3位：宮川製作所 4位：東計電算
広報委員会

開催日：平成26年12月16日
（火）

第8回神情協大クリスマスパーティ 2014

企業経営・労働福利・女性活躍委員会

第8回「神情協大クリスマスパーティ 2014」が、12月16日にホテルキャメロットジャパンで開催された。
今回は、男性72人女性49人計121名の参加となった。
常山会長の開会挨拶の後、食事や会話を楽しむ中、各テーブルを回り何やら人を探す参加者達。
『50番の方いますか〜』、
『63番の方知りま
せんか〜』と次々とテーブルを訪れて来る。何を隠そうこれも今回のゲームの１つ、
【パンフレットペアリング選手権】というゲームであった。
受付の際に貰ったプログラムに記載されている番号が同じ人を探し、ペアになると選手権本戦に参加出来るという仕組みだ。私も取材で各テー
ブルを回り、そのついで？に運命の人（番号）を探してみたものの、制限時間内には運命の人には出会えず…残念。幸運にもペアが成立した人
達は、恥ずかしそうにしながらも、嬉しそうなツーショット姿がとても微笑ましかった。
食事もひと段落した所で、1チーム7 〜 8名の15チームに分かれて
【神情協クイズダービー】
がスタート。初顔合わせとは思えぬチームワークで、どのパネラーに賭けようか、悩やみ話
合う姿は真剣そのもので、とてもインタビュー出来る状況ではない。会場は時に笑い、時に
ため息が起こるなど大いに盛り上がり、IT技術を生かした演出と進行に、神情協らしさが感
じられた。途中で各チームの順位が間違ってスクリーンに映し出されるというハプニングも
あったが、それが更に会場の空気を白熱させていた。ゲーム終了後のインタビューでは、上
位の成績をおさめたチームの人達は、興奮冷めやらぬ状態で勝因を熱く語り、惜しくも上位
に入れなかったチームからは、成績はよくなかったものの、ゲームを楽しんだと笑顔で応え
てくれた。チームリーダーを任されてしまったという、入社1年目という女性は、『初参加でしたが、チームの皆さんが協力して下さったので
とても楽しかったです』とゲーム後もチームの方々と会話を弾ませていた。また、『今日は、社長の軋轢で参加しました』と話す男性は、渋々
参加と思いきやチームにすっかり溶け込む様子がうかがえた。
後半の目玉である恒例の【お楽しみ大抽選会】がスタートすると、スクリーンに映し出される商品に参加者の目は釘付け。名前が呼ばれるや
いなや、歓喜の声を上げた女性に話を伺ってみると、『富士山など山登りをするので、新しいリュックが欲しかったんです』と満面の笑みで応
えてくれた。そして、会社からの指名で参加したという女性には、高額商品の【ドンペリ】が当たり、周囲からはより一層の拍手が沸き起こっ
ていた。楽しい時間が過ぎるのは早いもので、最後は原田副会長の音頭の下『メリ〜クリスマ〜ス♪』の唱和でクリスマスパーティは幕を閉じ
た。
取材をする中で若い会員の方々から、『昨年も参加しました』
『毎年参加しています』という声があった中、『会社から補助があったので、今
回は参加出来ました』、
『４年ぶりの参加です、もう少し参加費が安くなれば、毎年参加したいです！』
など、次回の神情協のクリスマスパーティ
に期待を寄せる声も聞こえてきた。

開催日：平成26年10月23日
（木）

横浜ITフォーラム2014

横浜市交流委員会

平成26年10月23日（木）ホテルキャメロットジャパンに於いて、第９回横浜ITフォー
ラム2014を「オープンデータの利活用がITビジネスに与える影響について」をテーマに
開催しました。
常山会長ならびに横浜市経済局の高橋課長の挨拶の後、第1部講演では横浜市政策局
の関口様より「オープンデータの活用による横浜経済の活性化」をテーマとしてオープ
ンデータの定義に始まり横浜市としての取り組みと成果を中心にお話を頂きました。
ゲーミフィケーションとオープンデータを紐づけた防災・減災による「安心・安全」、
地域社会と地域経済の活性化を実現した「東海道ぶらり旅」などオープンデータを実生
活、実ビジネスに結び付けるための大きなヒントを得られました。
続く第2部講演では、日本マイクロソフト株式会社の田島様より「オープンデータ、オープン・イノベーションとマイク
ロソフトの取り組み」というテーマにてご講演を頂きました。グレーター・マンチェスター交通局による地図データ、交
通データを連携させることで地域社会への価値を大いに高めた交通情報の提供、自治体行政情報との実証実験、横浜市と
協調した人材育成、女性の多様な働き方、市内経済の活性化の取り組み等の豊富な事例を通じて同社の活動を披露いただ
きました。
第3部講演では、株式会社jig.jp代表取締役社長の福野様に「オープンデータが造る社会と未来のビジネス」というテーマ
にてご講演をいただきました。鯖江市でのオープンデータを活用した地域経済活性化と同社の関わり方などは我々 IT事業
者としての未来に対する示唆・啓発を大いに含んだ納得感あるものでした。これまでオープンデータと実際のITビジネス
は距離があると感じておりましたが、十分に実業になりうる重要なテーマであることを実感する大変有意義なフォーラム
となりました。
今回のフォーラムの参加人数は92名となる大盛会となりました。講演会後は講演者の方々を交えての懇親会を行い終始
和やかな中で情報交換が行われました。

株式会社日立ソリューションズ・ビジネス

山上幸一

経営者座談会

開催日：平成26年11月13日
（木）
女性活躍委員会

11月13日（木）神情協会議室にて経営者と人事部門責任者が参加し、「結婚、出産後の女性雇用」「女性のキャリアプラン」をテーマに
座談会を開催しました。これは先に実施した女性座談会で選択されたテーマと同様です。
まずは昨年の経営者座談会で今後の課題とされた「短時間勤務者が活躍するための環境づくり」について各社の状況を聞くと、最近は
客先の理解も深まり、常駐先での短時間勤務者が増えているとのこと。その一方で結婚、出産を機に退職する女性がいることも実状です。
最近では介護問題もあり、会社が制度や手続き方法をまとめたガイドブックを作成するなどの実例紹介の他、「経営者には働き方の多
様化に都度柔軟に対応する努力が求められる」
「何らかの理由により通常勤
務ができない社員にはメンタル面での支援が必要」など、たくさんの意見が
交わされました。
この課題は働く側と会社側、双方で更に深く考える必要があり、今後もそ
の機会を設けていきたいと思います。
有限会社スパイスメディア 鷹觜美保子

第37回神情協ビジネスフォーラム商談会

開催日：平成26年11月20日
（金）
企業経営委員会

ハッピィーーーーバースディ・・・・解散に意味があるのか？安倍政権が衆議院解散を決めた翌日、みなと横浜にて実に有意義なビジ
ネスフォーラムが、平成26年11月20日 ホテルプラム横浜3Ｆジョルジュサンクの間にて開催された。昨今は他団体との共催にて開催し
ていたビジネスフォーラムも、今回は神情協単独開催でありながら、80数名の参加者で大盛況での開催となった。
まずは常山会長の挨拶で、停滞気味のアベノミクスの中でも異例のIT業界の好況ぶりを説明され、現在の円安状況、そして自社での
インドネシア進出のお話しで絶妙に会場内の空気を温めながら商談会へと移行した。各社のプレゼンの内容もやはり、現在の好況を示
す内容が多く、また経営コンサルティングに関わる内容など、非常に明るい活気のある商談会が、熱気を増しながら進められた。
第一部の熱気も冷めやまぬ中、第二部の懇親会では前山委員長の軽妙な乾杯の音頭の後、アルコールを嗜みながら終始和やかな雰
囲気の中で、各所で名刺交換が絶え間なく続けられた。途中、新入会員様のご紹介が行われ、やはりその中でも昨今の好景気に基づく
お話しが多かったことが印象的であった。
そして、宴もたけなわの中、熊田副会長によって中締めが行われたが、ここで冒頭のサプライズ… .締めの音頭は一本締めではなく、
本日誕生日を迎えられた企業経営委員会前山委員長への“ハッピーバースデートゥーユー♪♪“の合唱で懇親会は幕を閉じた。いつも企業
経営委員会への尽力を惜しまない前山委員長への、熊田副会長からの粋な
計らいである。お陰で会場は一気に和やかな雰囲気に包まれ、クールダウン
さながらの心地良い閉幕となった。
閉幕後も時間の許す限り名刺交換が続けられ、名残り惜しみながら意味
のあるビジネスフォーラムは終了した。安倍政権も是非、神情協を見習って
意味のある政権であってほしいものである。
アドバンスドプランニング株式会社 今井 一範

第3回労働福利委員会セミナー

開催日：平成26年12月5日
（金）
労働福利委員会

「IT企業におけるストレスチェックの対応と予防のためのメンタルヘルス」
労働福利委員会では、毎年メンタルヘルスをテーマとしたセミナーを開催してきました。今回講師をお願いしたのは、ご自身も長年IT
業界に身を置き、社員の立場も経営者の立場もご経験されている、日本アクティブリスナー学院学院長 内田星治先生です。
講義の内容は大きく４つに分けられていました。それぞれ簡単に解説いたします。
１．ストレスチェック義務化法令
平成26年6月19日に可決された労働安全衛生法改正法を受けて、今後、従業員50人以上の企業ではストレスチェックが義務化されま
す。そこでまずは改正法のポイント、および今回の法令の狙いと現実を簡潔にまとめて解説されました。
２．予防のためのメンタルヘルス
講師は、こころの病とは特定に資質をもった人に限定されず、誰にでも起こりえる事なので、メンタルヘルスのためにはまずはメンタル
リテラシーが不可欠である、との強いお考えをお持ちです、一番熱心に話をされたパートです。メンタルヘルスにかかる行政の指針や、
メンタルヘルスの歴史を解説されたあと、予防のためにどのような施策が必要なのかを解説されました。
３．客先常駐のメンタルヘルス導入
IT企業特有の労働環境の１つが、この客先常駐ではないでしょうか。講師自身のカウンセリングのご経験も踏まえて、「客先常駐では
営業職がキーマンとなる」
、
「エコロジーマップを描いて常駐者を取り巻く人間関係を客観的に図式化することが有効である」といったお
話がありました。
４．メンタルヘルス導入事例
講師が、さまざまな会社でメンタルヘルスにかかわるカウンセリングを実
施された中から、失敗事例も含め、中小のIT企業として参考になる導入事例
の紹介をしていただきました。
それぞれのテーマについてもう少し掘り下げて聞きたい気持ちは残りまし
たが、今後に向けて経営者あるいは担当者が押さえておくべき情報が凝縮さ
れた、密度の濃い講義でした。
ソフィア横浜社労士事務所 島本たか子

第17回神奈川県私立大学就職研究会と神情協との情報交換会

開催日：平成26年11月18日(火）
産学連携委員会

平成26年11月18日(火)横浜みなとみらいクイーンズフォーラムに於いて、
「第17回神奈川県私立大学就職研究会（県就研）と神情
協との情報交換会」が開催され、県就研校22校33名、神情協54社69名で神情協会員の参加が昨年を上回り企業側の採用意欲の高ま
りを象徴するものとなった。神情協常山会長から採用に苦戦している企業も多く自社に合う学生を採用し大切に育てることが必要。
県就研山口会長からは2016年就職活動支援日程変更については指針に沿った 対応で学生にとって不安のない日程で行うことが重
要とのご挨拶があった。意見交換会では、各大学様より現4年生の就職活動状況、就職活動支援日程の変更、神情協に対しての要望、
企業からも意見・質問もあり活発な意見交換が行われた。企業説明会時には志望動機を除外してほしいとの意見や最近では1日イ
ンターンシップといった形式も実施されていることなど
興味深い内容もあった。懇親会では、神情協熊田副会長
の挨拶、県就研遠藤様の乾杯で始まり、名刺交換、県就
研と神情協で人脈構築を含め盛況な会となった。今後も
IT業界への有望な人材確保の為に神情協会員企業の皆様
のご協力を引き続きお願いしたい。
テクニカルジャパン株式会社 加藤謙治
開催日：平成26年11月6日
（木）

女性キャリアアップセミナー

女性活躍委員会

11月6日、女性キャリアアップセミナーが神情協事務局会議室にて開催され、27名の参加があった。
今回は、内川あ也氏をお招きし『ビジネスチャンスをつか
む、第一印象美人プロデュース法』
についてお話いただいた。
「2014ミス・ユニバース・ジャパン オフィシャルトレー
ナー」
「パワースポット観光研究家」
等、といった多彩な略歴
をお持ちの方である。
セミナーの中で特に興味深かったのが、“ノンバーバル（非
言語的：視覚情報（外見）、聴覚情報（声）
）
”と“バーバル（言語
的：言語情報
（知的）
）
”についてである。
相手に与える印象はノンバーバルとバーバルに分けられ
る。ノンバーバルが与える印象は93％、バーバルが与える
印象は7%であることから、外見と声（相手に不快感を与えな
いレベル）
がいかに重要かがわかる。

最後に、緊張をほぐすのにアロマテラピーが有効とのこと
なので、参加者全員に実際にアロマの香りを頂いた。
とても有意義なセミナーであった。ビジネス、プライベー
トシーンで役立てていきたい。
株式会社エフ・トレード 若山知子

神情協米国視察研修旅行【アメリカ西海岸５日間】

開催日：平成27年1月7日
（水）〜 11日（日）
教育研修委員会

平成27年1月7日（水）〜 11日（日）アメリカ西海岸
（サンフランシスコ、ラスベガス）
を視察した。
この米国視察研修では、ITセミナー（サンノゼ企業訪問）
、シリコンバレー視察（コンピュータ・ヒストリーミュージアム）
、
2015INTERNATIONAL CES視察の３つをテーマとし、ITの最先端である土地で研修を行った。
そこで感じたことが
「働き方の違い」
、
「スタートアップ環境の違い」
の２点あったと考える。
まず１点目の
「働き方の違い」
について、メリハリのある働き方をしており、例えば週40Ｈを１日10Ｈの４日として週休３日制に
することや、12 ヶ月分の仕事を11 ヶ月で終わらせて１ヶ月は休む等、日本では到底真似できないような働き方が当たり前のよう
に行われていることを知った。
働き方にもいろいろなやり方はあり、その地域に合せた働き方を行うことは重要
ではあるが、今後仕事をしていく上で考えていかなければならい事であると考える。
２点目の「スタートアップ環境の違い」について、シリコンバレーでは起業家と投
資家（ベンチャーキャピタルやエンジェル）の需要と供給のバランスが良く、起業ノ
ウハウが地域に根付いていると感じた。起業マインドの高さと起業のしやすい環境
がよいバランスで保たれているからこそ、IT最先端地域となっているのではないか
と考える。
また、ＣＥＳ視察でアジア諸国(特に中国)の企業が多く出展していたと感じた。シ
リコンバレーでは起業の土壌が根付いているが、中国でもその土壌が根付き始めて
いるのではないかと感じた。経済の発展とともに投資家が増え起業しやすい環境が
できたことで、起業マインドが高まっているのではないかと考える。
上記の視察で感じたことを踏まえ、私の立場で今何が出来るかを考えてみると、
働き方を変えることでワークライフバランスの向上によって生産性を上げ会社に貢
献すること、また起業マインドを高める（向上心を高める）ことで新たな風を吹かせ
ることができるのではないかと考える。
株式会社ソフテム 児玉知幸

KIAマスコットキャラクターが決定しました

広報委員会

神情協マスコットキャラクターのご応募有難う御座いました。
1月30日で締め切りましたが、応募点数35点、31名の方より素敵な作品が集まりました。
2月3日に担当の広報委員会で厳正な審査を行い、下記の方の作品が神情協キャラクターに決まりました。
愛称：マウスの妖精
「ＫＩＡぽん」
（キアポン）
製作意図：親しみと、愛着がテーマです。情報世界の中でも特に身近なマウスに、もしも妖精が宿ったら…！
という設定で描きました。元気いっぱいな子ネズミくん。チャームポイントは、USBしっぽです。
製作者：加藤

ゆり

株式会社アナザーウェア

委員会紹介
○広報委員会

して学校関係に神情協や会員企業を知っていただくことは営業

今お読みいただいている神情協会報「KiaWave」
に代表され
る会員企業へ情報発信が、広報委員会の第一のミッションです。

活動や採用活動にプラスになると確信しています。
神 奈 川 新 聞 の 紙 面での 協 会 活 動 紹 介 は 毎 年 恒 例です。

多くの会員企業が協会活動に参加していただくことを目指して

2013年には
「恋するフォーチュンクッキー / 神情協Ver.」
を作成

います。

しました。

神情協の各委員会が担当するイベントを取材し執筆したり、

そして、近々審査結果を発表予定のKIAマスコットキャラク

担当委員会に原稿をお願いしたりしながらKiaWaveを作り上げ

ター募集、協会活動をテーマとしたフォトコンテストの開催、

ています。会員企業訪問は、私たち広報委員が企業を訪問し

ホームページのスマホ対応など、神情協設立30周年
（2017年）

てお話を聞き執筆しています。経営の面白さやご苦労など、私

を目前に、委員の皆さんのアイデアで、協会内外に露出を増

たち自身にも勉強になる取材活動です。取材後に懇親会があ

やしてまいります。

れば、経営者の意外な一面を垣間見たりすることもあり、楽し
みな活動となっています。

広報委員会は、13名の委員に加え事務局から内藤専務理事
と前田事務局長に参加いただいています。これからも活発な委

そして、情 報 サ ー
ビス業の社会的プレ
ゼンスの向上という神
情協の使命を広報と

員会にしていきたいので、委員としての参加を募っています。
また、委員には広報のプロもいますので、会員企業の広報
や宣伝のついてのご相談にも対応させていただきます。
主な活動 ・会報
「KIA Wave」
発行

いう形で 担うの が 第

・協会パンフレット
「KIA View」
制作

二 のミッションです。

・ホームページ管理

行政や地域社会、そ

・その他協会広報活動

心情フォトクラブ（同好会紹介）
心情フォトクラブは、神情協で写真好きの4名によって、平
成10年6月3日に設立した17年の歴史のある同好会だ。現在、
メンバーは34名
（うち女性7名）
になっており、活発に活動を続
けている。
当会の名称である｢心情フォトクラブ｣とは、心に残る情景
（自
分の目に映じたありさま）
を写真にしようという、写真大好きな
人の集まりであると同時に神情協の
（シンジョウ）
という呼び名を戴いた。
活動は、撮影会が春夏秋冬の季節に4回、そのうちの1回は1泊での撮影会だ。今年は夏が厚木の鮎祭り花火大会撮影会。秋は、紅
葉を撮りに群馬の桐生市の街並みと渡良瀬渓谷鉄道でいく足尾銅山１泊撮影会と2行事が終わり、このあと、冬は、三浦の桜と菜の花
撮影会。春は、生田緑地のバラ園と日本民家園撮影会を予定している。
こういった撮影会のあとには必ず飲み会。中には写真は撮らずに飲み会を楽しみにしている方も多い。飲み会でカラオケが入ったとき
に必ず歌うのが心情フォトクラブのテーマソング「高校三年生」
。メンバーには、現役を退いた方が１／３もおり、高齢化のせいか昔を懐
かしみ、青春を謳歌しているひとコマである。
また、神情協の賀詞交歓会や定時社員総会には、懇親会場に写真展示を行っており、これらに展示した作品を伊豆さくら山荘に展示し、
宿泊者の目を楽しませている。
神情協ホームページに
「心情フォトクラブ」
のバナーが張ってあるので、今までの撮影会等の歴史を見ることが出来る。

https://www.kia.or.jp/MAKE̲JIMU/social/kouryukan/framepage2.html
心情フォトクラブへの入会は、神情協の会員で写真が好きな方であれば、どなたでもOK。
また、神情協の会員外でもメンバーの紹介であれば、原則許可をしている。入会金は、6000円を頂いているが、月の会費はない。
退会は自由としており所属会社を退職しても、趣味の仲間としてずっとメンバーでいられることが嬉しい。
是非、仲間になって楽しい余生を過ごそうではありませんか。連絡は神情協事務局内藤まで

■ソフトウエアクリエイション株式会社

伺ってみると、長くやって来られた事で信用が

月に開催される40周年記念パーティーで社員
の帰属意識もさらに深まる事は間違いない。

1975年設立、今年5月でちょうど40周年を

深まり今の仕事に繋がっているとの事。本人

迎えるソフトウエアクリエイションを訪問。

は石橋を叩いても渡らないほどの慎重な性格

町田肇社長と松坂英人常務を中心に、役員・

のようで（笑）、その堅実さが安定経営にも繋

事業部長等総勢7名でご対応頂いた。町田社

がっている。

長は今から40年前パンチング業務中心の会社

また、同席頂いた部門責任者の方々から担

からソフト開発を行いたいと有志で独立を決

当している業務を説明頂いた。社内がしっかり

意して今に至っているが、主にメーカー系の

と組織化されており、管理体制が構築されて

エンジニアリング会社からの仕事を通して少

いる事も40年という長きに渡り存続して来ら

しずつ得意分野を広げていったとの事であ

れた要因の一つではないだろうか。

る。その結果、今でもお付き合い頂いている
取引先も多数あるようで、信用が新たな仕事

今後の展望については、現在中期5か年計画
の3年目であり、既存ビジネス以外に新規ビジ

を生み、その仕事がさらに信用を深めて行く

ネスを模索し、また、管理体制の更なる強化を

という良い循環が出来ているように感じた。
現在従業員数は114名で、今春新入社員が

目指したいとの事であった。そのベースとなる
人づくりにもとても力を入れられており、社員

入社すると122名と順調に事業を拡大している

教育や親睦会、様々な同好会活動等、会社と

ように見受けられる。その秘訣を町田社長に

社員との距離が非常に近い会社であり、今年6

■株式会社日本コンピュータコンサルタント

ために海外でも設計・開発していける環境作りを

堂々と外でも闘える土壌作り！と話す冨田社長こそ

常に考え社員教育にも注力している。
」と話してい

が ” Stay Noble”（高貴、高潔）であると感じた。

信条は “Stay Hungry, Stay Noble.”（ハングリー
たれ、気高くあれ）と応える冨田松平社長は日本

た。さらに、「これからの時代の生き残りを考え、

コンピュータコンサルタントの４代目社長。同社は

①中国などオフショア先の人件費高騰に対応する

1980年に創業して今年で35周年目を迎える。金

ために、国内ニアショアの発掘も行う、
②介護業界

融系を中心にした業務ソフトウェア開発はもちろ

のマーケティングやＣＲＭによる先手を打った対応

ん、介舟ファミリー（介護事業者向けソフト）のパッ

を行う、
③東南アジアなどへの「チャイナ・プラス

ケージ事業などを手掛けてきた。最近では中小企

ワン」戦略の展開などを考えている、と語り、少

業向けにＩＴ診断を行ったり、不動産サポートシス

子高齢化が進行する日本の現状を見据えた冨田社

テムの「連絡上手」パッケージ販売など、外販の

長の先手を取る経営が印象深い。

強化も図っているという。また、ＩＰＡ
（独立行政

今後のビジョンは、と尋ねると、
「第一に、基本

法人 情報処理推進機構）の人材育成優秀賞や、

であるが真摯に愚直に請負ビジネスを取り組んで

ルビー言語普及促進の奨励賞の受賞など、老舗と

いく。第二に、国内外問わず外販パッケージを強

しての功績を持つ。横浜本社のほか、九州支店（福

化していきたい。」と述べていた。

岡）
、大阪支店、名古屋事業所の4拠点で事業展
開している会社だ。

現状に満足するな！” Stay Hungry”、常識に囚
われるな！” Stay Foolish” のスティーブ・ジョブズ

資本金：3,600万円
売上高：10億3千万円（2013年3月実績）
社員数：114名（2015年2月現在）
住 所：川崎市川崎区南町16-1
朝日生命川崎ビル6F
Tel：044-245-4400（代）
URL：http://www.scc-inc.co.jp

資本金：5000万円
売上高：約32億円（2013年度末）
社員数：255名
住 所：横浜市神奈川区栄町5−1
横浜クリエーションスクエア6階
Tel：045-440-6125
URL：http://www.n-c-c.co.jp/

冨田社長は、
「景気に左右されないこと、その

ではないが、日本のＩＴ業 界を冷 静に受け止め、

■日産車体コンピュータサービス株式会社

り、日産グループの国内外18工場の生産管理シス

産技術者の育成」
、
「情報処理技術者資格取得」に

平塚駅から徒歩5分のところにある日産車体コン

テムの開発、保守運用を実施している。

力を入れている。

ピュータサービス株式会社は、日産車体株式会社

現在従業員は、210名強であるが、勤務場所とし

最近の取り組みとして、女性活躍に力を入れて

の情報システム部門が1987年（昭和62年）に分

ては、日産車体内、日産自動車グローバル情報セン

おり、福利厚生制度の拡充をはじめ、神情協が開

離独立した会社である。

ター内、沖縄、タイ、中国等と国内外の各オフィス

催するベスト・ワーキング・ウーマン表彰には、

今回の取材にあたり、相原常務取締役と村松技
術管理部次長から話を伺った。
社名は、ご存知の方もいるかと思うが、2001年

で勤務している。今後もインドやインドネシア等、

表彰対象者を毎年推薦しており、女性管理職登用

日産自動車の工場展開には欠くことの出来ない技術

を積極的に推進していく計画である。とのことで

者集団となっている。

した今後の益々の発展を期待したい会社であると

に社名が一時『㈱エヌシーエス』に改名し、2012

従 って、グ

年にコンピュータ機器販売事業から撤退したこと

ローバル化す

により、当初の『日産車体コンピュータサービス㈱』

る業務に対応

に戻した。これにより日産ブランドが有利に働き、

するため、社

営業面での信用や採用面等で効果を発揮している。

員育成の柱と

業務としては、日産グループを中心にトータルソ

し て、
「英 語

リューションサービスを提供している。特に強みと

力 の 向 上

しては、生産管理業務であり、2005年に日産自

（TOEIC600点

動車よりISパネルベンダー認定を受けたことによ

以 上）
」
、
「生

感じた取材であった。

資本金：1億円 日産車体（株）
100％出資
売上高：2608百万円 （2013年度）
社員数：214名
（2014年4月時点）
住 所：〒254-0042
神奈川県平塚市明石町2番20号
Tel：0463-22-7760
URL：http://www.ncs-net.co.jp

川崎市内施設見学会（川崎生命科学環境センター・川崎市工場夜景）

開催日：平成27年2月2日（月）
川崎市交流委員会

2015年2月2日（月）に川崎市施設見学会が開催されました。
お天気は快晴、川崎駅より貸切りバスにて丁寧にガイドをして頂きました。
LISE
（環境研究センター）からの眺めは滑走路を見渡すことが出来、海の景色も絶景でした。
その後、マリエン見学に移動して、マリエンから眺める景色の中に東京タワーやスカイツリー
が近くに見え、美しい夜景が堪能できました。皆さん望遠鏡から観る景色に夢中になっておられ、
なんだか童心に返った瞬間でした。また、川崎マリエンは日本夜景遺産にも認定されており最近
では人気が出てきて学生から女性も多く訪れるそうです。屋形船も出ているそうなのですが、船から観る景色も絶景だろうと思われました。
最後はバスから観る浮島コンビナート・空港夜景を堪能致しましたが、光の幻想的な世界にまるでタイムスリップをして異次元の世界に来た様でした。
光と言うのは不思議な世界を作ってくれるもので、短い時間でしたがとても癒されました。
川崎市は、製鉄、石油プラント、造船等、戦後の荒廃からの復興の中心になって来た工場地帯と伺っておりました。中には移転したところもある
とのことですが、製造業の大きな活力を感じる事が出来た様に思います。
今日は、参加された皆様とも会話が弾み、親睦か深まり、思い出に残る有意義な一日となりました。普段近くに居てもこの様な機会がなければ
経験できなかったと思います。
川崎市が身近に感じられ新鮮でした。良い機会をありがとうございました。
エヌシーエル株式会社 永松宮子

開催日：平成26年11月5日（水）

第７回神情協実業団対抗ゴルフ大会

企業経営委員会

11月５日（水）に第７回神情協実業団対抗ゴルフ大会が名門レイクウッドゴルフクラブで開催されました。天候
は曇りでしたが空気が澄んでいるせいか富士山がはっきりと見え、景観も楽しめる中でのラウンドとなりました。
今回は初出場者が多数参加され総勢39名17チームで競われました。本コンペは全ホール完全ノータッチ・ホー
ルアウトという本格的な競技方法で行われます。
その中で見事優勝を獲得したのは、今回初出場の日立ソリューションズ（田中厚さん、富樫孝史さんペア）でし
た。昨年の覇者湘南ビジネス（大見好行さん、星野力也さんペア）は１打差で連覇を阻止され準優勝、３位は日
本データスキル（小川正博さん、北川一雄さんペア）という結果で幕を閉じました。ベストグロスは初参加の日立ソリューションズ田中厚さんがスコ
ア79で獲得されました。新ぺリア方式で行われた個人戦では日本データスキルの北川一雄さんが優勝されました。
競技後のパーティーでは、それぞれに珍プレー好プレー話をされている皆さんの笑顔が印象的でした。
株式会社テイー・エム・シー 千葉直樹

なるべくして私の趣味は魚釣りになっていました。
高知県のみなと町で生まれ、父親はマグロ漁船の
船頭、母親の実家は魚屋という、ある意味、海の魚
のことに関してはサラブレットの様な環境で育ちま
した。現在もある実家は海まで歩いて１分、一番近
い港までは歩いて５分と恵まれた環境で育ち、釣り
糸を垂らしながら、
「好きな女の子誰？」なんて気の
置けない友人とウキを見ながら駄弁る青春時代です。
大人になってからは、ルアー釣りにハマってしまい、三浦半島、伊
豆半島に夜な夜な通う生活。特に海が大荒れの時に釣れるヒラスズキ
に夢中になり、荒れ狂う磯の上で波めがけてルアーを投げ込むことが
至福の時でした。結構命がけです。でもあまり釣れませんでしたど…
笑。真冬の真夜中−しかも氷点下の砂浜で、
ヒラメを狙って一晩中ルアーを投げていた
ことも日常茶飯事でした。これもあまり釣
れません…笑。

基本的に餌釣りに比べるとルアー釣りは格段に釣れません。それも
そのはず、エサと違って匂いがありませんので魚は寄ってこないので
す。自分のイメージでルアーを実際の魚の様に動かし、魚に錯覚させ
て喰わることがルアー釣りの醍醐味です。だからあまり釣れないんで
す。にも関わらず、なぜ餌釣りではなく、わざわざ釣れないルアー釣
りに夢中になったのか。自分でもはっきりとはわかりませんが、少年
時代の恵まれた環境でやった釣れる魚釣りに飽きていたのかもしれま
せん。決して、大人になって気持ち悪い餌に触れなくなったわけでは
ありません（笑
いろんなジャンルの釣りを楽しんで来た結果、気がつけば道具の山。
ある時ゴルフを始めようとしたら、
「ゴルフ始めるなら、まずはこの部
屋一杯にある釣り道具を全て処分してから始めて下さいね」と家族か
ら言われ・・・自分の趣味にゴルフを加えることは諦めました。
年齢を重ねて運動神経の低下とともに、荒磯に立ったり、極寒の海
に通う様なことはなくなりましたが、これからも時間と体力の許す限
り大自然に向き合って遊んでいたいと思います。
アドバンスドプランニング株式会社 今井一範

新 会 員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社ゼロワン
横浜市都筑区仲町台
代表 高橋 智明
http://zerone-01.co.jp
TEL 045-309-6141
業務 組込みシステム受託開発、無線
ソリューション事業、SES
■正会員
株式会社ティーエスアールシステム
ソリューションズ
東京都千代田区神田須田町

代表 本間 康子
http://www.tsr-s.co.jp/
TEL 03-5294-3688
業務 コンピュータシステムの設計、
開発、システムの提案
■正会員
株式会社ティーエスアールパブリック
東京都台東区上野
代表 小倉 一男
http://www.tsr-p.co.jp/
TEL 03-6880-2002
業務 コンピュータソフトウェアのシ

ステム開発及びシステム運営保守
■正会員
株式会社ラン
横浜市青葉区柿の木台
代表 清水 洋一
http://lan-world.jp
TEL 045-978-6920
業務 人材派遣、ソフトウェア開発
■賛助会員
株式会社ネオキャリア 就職エージェント
横浜市西区北幸

発行所：一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 広報委員会
電 話：045−316−2244
FAX：045−316−2246
印刷所：YAQ

代表 加茂 敬一
http://www.neo-career.co.jp
TEL 045-326-2360
業務 人材紹介、人材派遣、求人広告
代理店
■賛助会員
神奈川県福祉共済協同組合
横浜市中区元浜町
代表 宇田川 一彦
http://www.fukushikyosai.or.jp
TEL 045-228-0774
業務 共済事業

