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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）

■第 9 回フットサル大会参加チーム募集します!

下記のとおり、「第 9 回フットサル大会」を開催致します。

本大会は、フットサルを通して加盟企業従業員の親睦を深めるとともに、日頃の運動不足やストレスを解消

し健康の促進を図ることを目的として実施いたします。

つきましては、参加チームを募集いたしますので、下記の参加要項をご確認の上、参加希望チームは 8 月

31 日(金)までにお申込み下さい。多数の参加をお待ちしております。

■日  時   11 月 17 日(土) 9 時 00 分～18 時 00 分(予定) ※雨天決行

■会  場   神奈川県サッカー協会フットボールセンター「かもめパーク」

横浜市泉区和泉町 6505 TEL 045-435-9845

※相鉄いずみ野線「いずみ野」駅より徒歩 15 分。又は「いずみ中央」駅より徒歩 20 分

http://www.kanagawa-fa.gr.jp/footballcenter/

■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の正会員及び賛助会員会社であること。

但し、賛助会員の場合、実業団等に参加するようなチームは除きます。

2)申込後、神情協を退会した場合は、その時点で出場資格は消滅します。また、参加費につ

いても返金はしないものとします。

3)運営方法とルールを守り、大会中での事故については当事者相互で解決できる会社又はチ

ームであること。

■募集チーム数 1 社 1 チームのみとし、募集チーム数の MAX は 72 社とする。MAX に達した場合は、委員会で

調整します。なお、2 社・3 社などの合同チームを認めます。

■参 加 費   20,000 円／チーム ※雨天中止の場合、返金は致しません。

■登録メンバー 1)1 チーム 12 名まで登録可、男女を問いません。

2)試合は 1 チーム 5 人制とします。

3)登録メンバーは、神情協加盟会員企業の社員とします。なお、社外の友人・知人は不可

■試合形式   1)予選リーグ

・コート 6 面を使用し、リーグ戦を行います。

・どのリーグになるかは、キャプテン会議にて抽選で決定します。

2)決勝トーナメント

・各ブロックの上位 1 チームが決勝トーナメントへ進出します。

・三位決定戦も実施します。

■当日の流れ  試合時間などの詳細は、組み合わせが決まったあと、各チームにメールにて案内します。

■競技規則   日本サッカー協会のフットサル競技規則に準じます。但し、運営の都合上ローカルルールを

適用します。なお、下記アドレスからフットサル競技規則を必ず参照してください。

http://www.jfa.or.jp/match/rules/index.html
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■審  判   主審及び決勝トーナメントの第 2 審判は神奈川県サッカー協会所属審判員、予選リーグの

第 2 審判及び得点管理・ボール拾いなどは各チームより 3 名選出して頂きます。

■キャプテン  日時：10 月 24 日(水) 17 時 30 分～18 時 30 分

会議・組合せ 会場：かながわ労働プラザ 4F(第 5・6・7 会議室) 横浜市中区寿町 1-47 TEL 045-633-5413

抽選会    https://www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/l-plaza/map.html

※JR 石川町駅より徒歩 5 分程度

※各チーム 1 名は必ず参加して下さい。参加できない場合は参加取消となります。

■頂上戦出場  本大会の上位 3 チームは首都圏情報団体（東京・千葉・神奈川の 3 団体）で行うフットサル

資格     頂上戦（各団体より選別された 3 チームが対戦する）の資格が付与されます。詳細は、別途

対象チームに案内します。

■そ の 他   1)ユニフォームの揃わないチームは、主催者側でビブスを用意しますが、チームメンバー着

用は極力同系色での統一をお願いします。（例：上は白・下は紺など）

2)試合ボールは、主催者側で用意します。

3)女性の得点は１ゴール 2 点です。（フィールドの人数は 5 名で変わらず）

4)雨天決行です。（荒天の場合は、こちらからご連絡いたします）

5)ゴミは、各チームで責任を持って必ずお持ち帰りください。

6)飲食の準備は各自お願いします。

7)参加チーム数により、開催時間・終了時間等が変更の場合があります。

8)公共交通機関をご利用ください。お車の場合は、会場以外の近隣の有料駐車場をご利用い

ただくことになります。

■申し込み   参加希望の際は、8 月 31 日(金)までに、下記のアドレスからご登録下さい。

なお、お申込み担当者の欄には、チームの連絡担当者の情報をご登録下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5905/book_form.php

■海外視察研修旅行[オランダ･ポーランド 6 日間]参加者募集について

教育研修委員会では、「オランダ、ポーランド」の視察研修旅行を企画いたしましたのでご案内申し上げま

す。

オランダは、世界で最も IT 化が進んだ国のひとつとされ、欧州における代表的な情報通信テクノロジー関

連企業が多く集まっているとともに、一般農家の約 80％が、農作物の成長に必要な給水や肥料供給などの管

理を、自動制御システム搭載のコンピューターで行っているといわれる IT ファーム国でもあります。

また、ポーランドは、情報工学・計算機科学など情報技術専門の大学が多く設置されるなど、国家として

IT 教育に力を入れている国です。大変興味深い 2 カ国の視察となりますので、是非、多数のご参加をお願い

致します。

参加希望の際は 8 月 27 日(月)までにお申し込み下さいますようお願い致します。

■日  程   10 月 31 日(水)～11 月 5 日(月) 6 日間

※スケジュールは添付の日程表又は下記アドレスをご覧下さい。

https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/kiafree/Overseas -inspection2018.pdf

■訪 問 先   オランダ(アムステルダム)、ポーランド(クラコフ、ワルシャワ)

■費  用   15 名以上参加の場合：345,700 円／名  20 名以上参加の場合：318,500 円／名

※一人部屋希望の際は、上記金額に 70,000 円が追加となります。

※お申込み締め切り後にキャンセルされる場合、時期によってはキャンセル料が発生いたし

ますので、予めご了承ください。

https://www.zai
https://www.kia.or.jp/event/5905/book_form.php
https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/kiafree/Overseas
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■研修内容   1)オランダ IT 企業訪問

世界最大の宿泊予約サイトを運営する Booking.com の訪問、もしくは、スマートアグリ

（農業の IT 化）企業を予定しております。但し、現在調整中のため変更になる場合もご

ざいます。予めご了承願います。

2)アウシュビッツ強制収容所視察

■催行人員   15 名 ※定員に達しない場合は、中止することもございますので、予めご了承ください。

■宿 泊 先   アムステルダム、クラコフ、ワルシャワ (ホテルは未定)

■航空会社   オランダ航空、フランス航空

■旅行代理店  ㈱近畿日本ツーリスト神奈川

■申し込み   参加希望の際は、8 月 27 日(月)までに下記のアドレスからご登録ください。

https://www.kia.or.jp/event/5945/book_form.php

■アプリケーションコンテスト 2018 のご案内

この度、アプリケーションコンテスト 2018 への参加者を募集致します。

今年度の応募課題はフリーとし、広く神情協に所属する会員企業にご参加いただけるものとなっています。

会員企業様におかれましては、昨今流行しているハッカソン、アイデアソン開催のきっかけとして、人財育成

＆発掘、ノウハウの集結、新たな技術習得などにご利用頂けるものと考えております。

是非、貴社の開発業務に携わっている技術者の皆様、特に若手技術者の方々に、ご参加いただけるようお取

り計らいをお願い申し上げます。

■作品規定   基本的に自由（フリー）としますが、地域や社会に貢献が可能と思われるアプリケーション

と致します。

■参加資格   1)神情協会員企業の従業員・役員およびそれに準ずる方。

(1)ご所属の会社で公認されてのご参加。

(2)私的に、個人として(チームを含む)のご参加。

※上記(1)(2)いずれでも参加可能です。

2)各作品の参加人数は単独から、複数名の参加のいずれでも結構です。また、参加に当たっ

て(1)(2)いずれも応募件数の制限はありません。(重複可)

■応募期間   7 月 17 日(火)より受付を開始し、10 月 1 日(月)が応募の締め切りとなります。

※この日までにご応募頂きませんと、コンテストへの参加資格が御座いません。ご応募にあ

たって、複数の作品をご応募頂く場合は、作品毎に一件ずつお申し込みをお願いします。

後日、ご応募ごとに受付番号をご連絡致します。

■作品提出   12 月 14 日(金)までに作品を提出してください。締め切りを厳守下さい。

■提出方法   ご提出いただくアプリケーションが動作するホームページの URL、または、アプリケーショ

ンが登録されているダウンロードサイトなどを、提出書式に記載の上、メールにて下記アド

レス宛送付下さい。なお、詳細は、締切り前に再度ご案内します。

  ⇒ appcon2018@kia.or.jp

■審  査  【第 1 次審査】

・応募作品多数の場合、第 1 次審査を技術委員会アプリコンテスト審査員にて実施します。

【第 1 次審査結果】

・第 1 次審査の結果は、12 月 25 日までに、最終ノミネート作品を発表します。

・ご応募頂いたご本人にもメールにて結果をご連絡します。

・第 1 次審査を通過した作品は最終審査・発表会にご参加頂きます。

https://www.kia.or.jp/event/5945/book_form.php
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【最終審査・発表会】

・2019 年 1 月 30 日(水)、AP 横浜西口会議室に於いて、１次審査通過の皆様に、作品の説

明、プレゼンテーションを各 10 分程度発表していただきます。その後最終審査会を行な

い、審査結果の発表と表彰式を行ないます。

・最終審査は、常山会長、前山副会長、技術委員会アプリコンテスト審査員、後援団体にて

実施します。

※発表会場 : https://www.tc-forum.co.jp/kanto-area/ap-yokohamaeki/yo-base/

■応募申込   下記アドレスにご登録をお願いします。

https://www.kia.or.jp/event/5943/book_form.php

■表彰式等   最優秀賞:1 点、金 10 万円と賞状

優 秀 賞:2 点、金 5 万円と賞状

入  賞：ご応募頂いた、総数により別途検討致します。

■協  力   横浜市経済局（予定） 一般社団法人リンクデータ（予定）

■著 作 権   応募作品の著作権は応募者に全て帰属致します。

■留意事項/免責 ・製品として販売されているソフトウェア(予定されているものを含む)、ダウンロードサイ

トなどにて既に公開されているものは、審査の対象となりません。

但し、一般に公開されている Web Service、API、JavaScript などはアプリ内で利用して

頂いて構いません。作品提出時に、利用しているものを明らかにして下さい。

・開発環境、動作環境は特に制限しませんが、2019 年 1 月 30 日に応募者ご自身によるプレ

ゼンテーションの際にプロジェクタ接続の上、動作可能なことと致します。

・第三者が権利を有する著作物を使用する場合等は、あらかじめ応募者が許諾を得た上でご

応募ください。作品に関するクレームや紛争等は、応募者ご自身で対応するものとし、協

会は一切の責任を負いません。

・公序良俗に反する内容を含んでいないこと。

・審査方法、審査基準、審査結果などに関するお問い合わせには、お答えいたしかねますの

でご了承ください。

・応募にあたっては、当記載内容に同意されたものとします。これらをお守りいただけない

場合には、審査の前後を問わず選考対象外とする場合がありますので、ご了承ください。

■ご質問等   ご応募に当たっての web 登録等の、不明な点は事務局(前田)宛にお問い合わせください。そ

の他の事項は下記アドレス宛メールでお問い合わせください。

⇒ appcon2018@kia.or.jp

■作品提出物  完成時の提出物は、アプリケーションが動作するホームページの URL、または、アプリケー

ションが登録されているダウンロードサイトなどを、提出書式に記載の上、メールにて下記

アドレス宛送付下さい。なお、詳細は、締切り前に再度ご案内します。

  ⇒ appcon2018@kia.or.jp

■女性管理職育成研修会開催のご案内

下記の通り、女性管理職育成研修会を開催致します。

本研修会は、リーダー・管理職を目指している女性や、将来管理職になってもらいたい女性などを対象に、

中長期の視点でキャリアを描けるようにすることと、リーダー(管理職)にチャレンジしたいと思えるようにな

ることを目的に開催いたします。

講師には、スイスの IMD という高名なビジネススクールを卒業され、リクルート系列で管理職・役員の実務

経験を持ち、質の高い研修で定評のある株式会社 WillLab 代表取締役 小安 美和 氏をお迎えしました。

https://www.tc
https://www.kia.or.jp/event/5943/book_form.php
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女性社員のモチベーションを高め、自信をもってリーダーシップを発揮できるようになる研修会です。是

非、ご期待下さい!

参加希望の際は、9 月 6 日(木)までに、お申し込み下さい。多数の女性社員のご参加をお待ちしておりま

す。

■日  程   9 月 26 日(水) 10 月 24 日(水) 11 月 28 日(水) 全 3 回 いずれも 13 時 00 分～17 時 00 分

※3 回で 1 コースとなります。

■会  場   一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 会議室 ※横浜駅西口より徒歩 7 分程度

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 

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

■対 象 者   1)リーダー、管理職を目指している女性

2)管理職になって 2 年程度の女性

3)自分のリーダーシップスタイルに自信がもてない女性

4)将来管理職になってもらいたい女性 等

■目  的   1)IT 業界で働く若手女性従業員が中長期視点でキャリアを描けるようになること

2)リーダー(管理職)にチャレンジしたいと思えるようになること

■内  容  <9/26(水)>

◎リーダーシップとは何か

  1)わたしのリーダーシップ・ジャーニー

  ※両立に葛藤しながらリーダーを引き受けた経験についてシェア

  2)ディスカッション

   ・あなたにとって理想のリーダーとは？

   ・自分との GAP、壁は何か？

  3)自分らしいリーダーシップの見つけ方

   ※スイス IMD ギンカ・トーゲル教授の著書の編集者「女性が管理職になったら読む本」

   ※女性がリーダーになるうえで存在する壁について

  4)自分を知る

   ・モチベーション曲線

  ☆宿題「自身の強み・弱みを周囲にヒアリング」

<10/24(水)>

◎自身の WILL(ありたい姿)を考える

  1)宿題から得た気づきのシェア(グループワーク)

  2)ロールモデルセッション：多様な生き方・働き方を知る

  3)ディスカッション＆個人ワーク

   ・(ロールモデルセッションを経て)あなたは、どうありたいか？

        ・ありたい姿に向けたアクションプランを立てる

  ☆宿題(1)「ありたい姿に向けた具体的なアクションを実行してみる」

  ☆宿題(2)「(最終回プレゼンに向けて)自分はどうありたいか」

<11/28(水)>

◎自分のリーダーシップに向けて WILL を宣言する

  1)宿題(2)の結果シェア

  2)人生 100 年キャリア＆ライフ年表の作成

  3)自身の Will=ありたい姿の発表

https://www.kia.or.jp/association/office.php
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  ・ゲスト：市内事業所の上司／企業リーダー女性など

   ・「WILL の宣言」(2 分スピーチ)

  4)相互フィードバック

  5)ラップアップ

■受 講 料   5,000 円／名

※後日、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。

※申し込み締め切り後のキャンセルは、キャンセル料として受講料を全額ご負担いただくこ

ととなりますので、予めご了承下さい。

■定  員   28 名 ※満席になり次第募集を終了します。参加希望の際はお早めにお申し込み下さい。

■講  師   小安 美和 氏 株式会社 WillLab 代表取締役

■講師紹介   東京外国語大学卒業後、日本経済新聞社入社。

2005 年、㈱リクルート(現・㈱リクルートホールディングス)入社。エイビーロード net 編

集長、上海駐在などを経て、2013 年、㈱リクルートジョブズ執行役員 経営統括室長 兼 経

営企画部長。

2015 年より、リクルートホールディングスにて、「子育てしながら働きやすい世の中を共

に創る iction!」プロジェクト推進事務局長。

2016 年 3 月同社退社、6 月  スイス IMD Strategies for Leadership 女性の戦略的リーダ

ーシッププログラム修了、10 月 WILL GALLERY オープン、2017 年 3 月 株式会社 Will Lab

設立。

■共  催   横浜市政策局 男女共同参画担当推進課

■お申し込み  参加希望の際は、9 月 6 日(木)までにお申し込み下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5918/book_form.php

■8 月～9 月開講教育研修講座のご案内

受講希望の際は、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 分類・レベル

8月14日(火)
ITエンジニアのための新リーダーシップ講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5702.html

マネジメント

初級

8月22日(水)
問題解決(実践編)講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5704.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

中級

8月28日(火)
最新技術動向入門講座【IoT/クラウド/ビッグデータ/AI】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5705.html

その他(最新技

術動向) 入門

8月29日(水)

～30日(木)

JavaによるIoTプログラミング講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5706.html

ﾃｸﾆｶﾙ(開発)

初級

9月4日(火)
ステークホルダーとの合意を目指すネゴシエーション術講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5708.html

マネジメント

初級

9月5日(水)
データ分析講座【Tableau活用】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5709.html

その他(ﾂｰﾙ活用)

初級

9月5日(水)
速習Ajax講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5711.html

ﾃｸﾆｶﾙ(開発)

入門

https://www.kia.or.jp/event/5918/book_form.php
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5704.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5705.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5706.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5708.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5709.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5711.html
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開講日 講座名 分類・レベル

9月7日(金)
ITプロジェクト・マネジャーのための人間系スキル強化講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5713.html

マネジメント

中級

9月10日(月)
技術者のためのビジネス人(びと)シリーズ「マーケティングセンスUP」講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5715.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

初級・中級

9月11日(火)
JavaScript入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5716.html

ﾃｸﾆｶﾙ(web)

初級

9月14日(金)
部下が主体的に動き出す「職場モチベーション」の創り方講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5718.html

マネジメント

初級

9月18日(火)

～19日(水)

ネットワーク管理入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5719.html

ﾃｸﾆｶﾙ(ｲﾝﾌﾗ)

入門

9月25日(火)
AWS入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5720.html

ﾃｸﾆｶﾙ(ｲﾝﾌﾗ)

入門

■2018 年 7 月度理事会報告

7 月 19 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。

協 議 事 項

1．海外視察研修旅行開催について

大西常務理事より、10 月 31 日(水)～11 月 5 日(月)、オランダ・ポーランドへの視察旅行を開催したい

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。

2．専門学校の情報交換会について

富樫常務理事より、9 月 21 日(金)に AP 横浜駅西口会議室にて、情報系専門学校就職担当者との情報交

換会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。

3．神情協主催県就研との情報交換会について

富樫常務理事より、10 月 12 日(金)にクイーンズフォーラムにて、神奈川県私立大学就職研究会(県就研)

との情報交換会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。

4．第 9 回フットサル大会開催について

戸高理事より、11 月 17 日(土)のかもめパークにて、第 9 回フットサル大会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、2 社・3 社の合同チームの参加も認める。

5．ダーツ交流会開催について

大西常務理事より、10 月 26 日(金)(11/9 に変更予定)のベノア横浜店(または Bee 川崎店)にて、ダーツ

交流会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。

報 告 事 項

1． 東京情報産業協会（ＩＩＴ）との会合報告

7 月 2 日(月)に東京情報産業協会(IIT)との会合があり、経営者向けのセキュリティセミナーを企業経

営委員会、技術者向けのワークショップを技術委員会と合同で実施することになった旨報告があった。

2． 事務局報告

・6 月末で正会員 2 社の退会があった。これにより、会員数は、正会員 296 社、賛助会員 45 社、合計 341

社となった。

・加藤事務局長より、1)後援名義使用許可について、2)ANIA 青森大会記念誌広告掲載について、3)第 4 回

委員会対抗会員紹介キャンペーンについて、4)7 月～9 月神情協スケジュールについて報告があった。

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5713.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5715.html
https://w
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5718.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5719.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5720.html
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■2018 年臨時書面理事会報告

書面にて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。

協 議 事 項

1．西日本豪雨義援金について

会員各位の努力により、2017 年度決算において 464 万円の差益となっていることから、その一部である

100 万円を西日本豪雨義援金として寄付することが異議なく承認可決された。

■8 月の活動日程

月日 曜 イベント名称 会場

8月 1日 水 TCP/IP プロトコル講座実践編（ルーティングとＶＬＡＮ）(8/2 まで) ポリテクセンター関東

8月 2日 木
データベース(Oracle)入門講座(8/3 まで) 東部総合職業技術校

C#プログラミング講座(応用コース)(8/3 まで) 産業技術短期大学校

8月 3日 金 第 3回産学連携委員会 AP横浜西口会議室

8月 7日 火
SEのためのチームビルディング講座 神情協事務局 会議室

川崎市内施設見学会（おやこわくわく工場見学会） クノール食品工場見学

8月 8日 水
第 3回技術委員会&第 1回技術委員会オープンセミナー 神情協事務局 会議室

川崎市交流委員会と高津工友会の意見交換会 溝の口付近

8月 9日 木 “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 神情協事務局 会議室

8月 14日 火 IT エンジニアのための新リーダーシップ講座 神情協事務局 会議室

8月 21日 火 女性活躍推進に関する経営者向けセミナー&ワークショップ 神情協事務局 会議室

8月 22日 水 問題解決研修（実践編）講座 神情協事務局 会議室

8月 23日 木 第 2回広報委員会 神情協事務局 会議室

8月 25日 土 神情協クルーズパーティ ロイヤルウイング

8月 28日 火 最新技術動向入門講座【IoT/クラウド/ビッグデータ/AI】 神情協事務局 会議室

8月 29日 水 Java による IoT プログラミング講座(8/30 まで) ポリテクセンター関東

「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


