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事務局からのお知らせ ご参加ください
ものづくり×ＩＴ・デザイン活用研修

今年度も、（公財）やまぐち産業振興財団様から委託を受け、山口県と財団主催のセミナー
の企画運営をすることになりました。
ご都合のよい日時にぜひご参加ください。
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開催イベント報告
賀詞交歓会・生産性向上セミナー開催
２月８日（金）、山口グランドホテルにお
いて、３９名の方にご参加いただき、賀詞

キュリティ脅威を感知するシステムにつ
いて、４名の方にご講演いただきました。

交歓会を開催いたしました。
最近では当たり前になってきたセキュ
今回のセミナーは、セキュリティ対策

リティ対策ですが、様々な視点からのお

の視点から、ＩＰＡの方に最新情報、弁護

話に、改めて対策への意識を高めてい

士の立場から損害賠償対策、放送業界

ただけたのではないでしょうか。

のセキュリティ脅威対策、ＡＩで未知のセ

ＲＰＡセミナー開催
２月２５日（月）、２６日（火）、山口市
の mirai365 と周南市の徳山駅前賑
わい交流施設において、ＲＰＡセミナ
ーを開催いたしました。
講師として、日本ソフト開発（株）の
方にお越しいただき、定型業務の自

動化による生産向上のヒントを事
例とともにお話しいただきまし
た。
実際の使い方の説明もあり、自
社に取り入れられる業務につい
てイメージしやすい内容でした。

第４７回通常総会・記念講演会開催
５月１７日（金）、山口グランドホテルにおい

演として中国総合通信局情報通信部長 野尻

また、任期満了に伴い、総会後の理事

て、第４７回通常総会を開催いたしました。参

氏、中国経済産業局情報・ヘルスケア産業担

会において以下の役員が選任されました。

加者４１名(内正会員２２名 内、議決権委４

当参事官 大倉氏による２０１９年度の施策に

名)で、２０１８年度事業報告、決算報告、会

ついて、ＮＴＴ西日本(株) 貝野氏による「IoT・

計監査報告、２０１９年度役員改選(案)、事業

AI 分野での取り組み」について、をご講演い

計画(案)、一般会計収支予算書(案)について

ただきました。

審議がなされ、いずれも特に意見・質問もな
いずれかの講演が何かしらのビジネスチャ

く承認されました。

ンスに結びつくことを期待しています。
総会終了後、情報通信月間事業の記念講

会長 (株)アイテックス
代表取締役社長 光長 宏恭
副会長 (株)宇部情報システム
常務執行役員 品川 康彦
副会長 林兼コンピューター(株)
代表取締役社長 御木 諭
事務局長 合同会社ウェステイプロダクト
代表 今井 洋
顧問 ファーストプラン 代表
掛川 俊一

事務局からのお知らせ ご活用ください！
スマートツール導入サポーター派遣制度

この制度は、IoT、AI、電子決済等の生産性向上ツールの導入を検討する中
小企業に対し、スマートツール導入サポーターを派遣し、導入に関わるアドバイ
スを行います。
業務課題解決のためにスマートツールの導入を検討したい、業務の効率化・
省力化のための話を聞いてみたいとお考えの方、最新のコンピューター技術を使
って何ができるのか知りたい方などがおられましたら、当協会にご相談・ご紹介く
ださい。
サポーター派遣の手順
・事務局へメールまたはＦＡＸにてお申込みください。
・事務局で当協会の会員からサポーターを選考します。
・事務局から企業様にサポーター決定を連絡します。
・企業様とサポーターで訪問日時を調整します。
・企業様をサポーターが訪問します。

山口県 IoT 活用人材育成支援事業

ＩＣＴ人材育成のチャンスです。
ＩｏＴ、ＡＩなどのスキル習得のための講座受講料
（半額・上限７８，０００円）を補助します。
ＩｏＴ等の生産性向上ツールを活用できる人材を育
成するために、経済産業省認定の第四次産業革命
スキル習得講座をはじめ、データサイエンティスト育
成講座やＡＩエンジニア講座など受講してみたいと思
われる講座がありましたら、事務局までご相談くださ
い。
企業様から複数名のお申し込みも可能です。
社員教育にぜひ、ご活用ください。

その他（後援行事・会議出席等ご報告）
２月２１，２２日
５月２０日
５月２３日
６月１０日
千葉県情報サービス産業協会来訪 山口県ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ協議会出席
山口県中小企業団体中央会理事会 山口県中小企業団体中央会総会
情報交換会
（山口県警察本部において）
出席（山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙにおいて）
欠席（かめ福において）
（ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙにおいて）

