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－今月のラインナップ－

●ＪＩＳＴＡニュース ▼各支部のイベント実施予定
●支部活動情報 ▼中国支部 BABOK®v3読書会 in 広島 第13回
▼関東支部 新会員オリエンテーション「JISTAってなんじすた？」
▼ 各支部のイベント実施予定 （順不同：4月以降分）
定例会・勉強会・合宿等、主だった支部イベントの一覧です。ぜひご参加ください。
直近のイベントは次面にて紹介しています。併せてごらんください！
編集時点での支部活動情報です。開催内容詳細や申込み方法はhttp://www.jista.org/「今後の予定」にてご確認を！

◆北海道支部
04月20日 定例会
06月15日 定例会
07月01日 大人の社会見学
（植松電機
モデルロケット教室）
08月17日 定例会
09月
オープンセミナー
10月19日 定例会
10月
合宿
12月21日 定例会
◆東北支部
10月下旬 ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北
とのワークショップ（仙台）
未定
ソバ打ち合宿：寒河江
未定
外部団体との勉強会

◆中部支部
04月08日 定例会
04月26日 地域共創講座
05月31日 地域共創講座
06月10日 定例会／ＩＴストラテジスト
試験対策勉強会
06月28日 地域共創講座
07月08日 ＩＴストラテジスト
試験対策勉強会
07月26日 地域共創講座
07月
寄付講座：大学生向け
08月19日 定例会／ＩＴストラテジスト
試験対策勉強会
09月09日 全国大会
～10日
10月14日 定例会
11月
ＳＡＡＪ中部支部
北信越支部との合同合宿
12月09日 定例会
12月
寄付講座：大学生向け
01月
年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ合同発表会

FACEBOOKでも
情報公開中！

◆関西支部
08月05日 合宿
～06日
10月07日 ＩＴストラテジスト
試験直前対策講座
11月
オープンフォーラム
◆関東支部
04-10月 ＩＴストラテジスト
試験勉強会（１２回開催）
04月23日 定例会
05月27日 定例会
06月25日 定例会
07月22日 定例会
08月26日 ビアパーティ・ＪＳＤＧ等
他団体と合同開催
09月24日 定例会
10月21日 定例会
11月18日 オープンフォーラム
12月09日 定例会
01月20日 定例会
01月下旬 合宿
◆九州支部
04月01日 情報処理試験勉強会
情報処理安全確保支援士
04月22日 定例会
05月27日 定例会
06月24日 定例会
07月08日 ITC沖縄との合同定例会
～09日
08月26日 定例会
09月23日 情報処理試験勉強会
ITストラテジスト
中心の高度対策
11月04日 定例会
11月25日 合同強化合宿
～26日 九州・中国・四国支部
12月16日 上映会 定例会
01月27日 定例会／臨時総会
未定
福岡ITCの勉強会後援
★北海道支部のFBページ（公開）
★関東支部のFBページ（公開）
★四国支部のFBページ（公開）
★九州支部のFBページ（公開）

◆中国支部
04月19日 BABOK®v3読書会
05月17日 BABOK®v3読書会
05月20日 定例会
06月21日 BABOK®v3読書会
07月08日 定例会
07月19日 BABOK®v3読書会
08月16日 BABOK®v3読書会
08月
ＩＴストラテジスト
試験対策講座（岡山）
09月16日 定例会
09月20日 BABOK®v3読書会
10月18日 BABOK®v3読書会
11月11日 定例会
11月15日 BABOK®v3読書会
11月25日 合同強化合宿
～26日 九州・中国・四国支部
12月20日 BABOK®v3読書会
01月17日 BABOK®v3読書会
01月20日 定例会
未定
ＩＴストラテジスト
試験対策講座（広島）
未定
社会見学

交通費補助のある
イベントもあります！
◆四国支部
05月27日 定例会（松山）
06月17日 定例会（徳島）兼神山合宿
～18日 ⇒WEEK 神山との共催
ＩＴストラテジスト試験対策
08月
講座⇒共催：中国支部
10月21日 オープンセミナー（高松）
⇒PMAJ中四国P2M研究部会
ITCかがわとの共催
11月25日 合同強化合宿
～26日 九州・中国・四国支部
定例会（高松）
12月

https://www.facebook.com/jista.hokkaido/
https://www.facebook.com/jista.kanto/
https://www.facebook.com/JistaShikoku/
https://www.facebook.com/JistaQ/
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▼中国支部 BABOK®v3読書会 in 広島 第13回
日 時▶2017年3月15日(水)19:00～20:40
場 所▶中四国マネジメントシステム推進機構 交流室
主 催▶JISTA中国支部、ビジネスアナリシス広島研究会
共 催▶特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ広島
参加者▶5名
概 要▶今回は、「11.3情報技術(IT)専門視点」2回目。
1.知識エリアへの影響をテクニックを比較する事で整理する
2.ITビジネスアナリスト等の各種BAについて原文含め確認してみる
所 感▶各知識エリアのIT領域への適用について、ビジネス(事業)要求と
それを実装するITとに分け記述している。
前回のアジャイル専門視点では区別しておらず、
次回以降も各専門領域への適用に着目したい。
経 緯▶2015年11月21日に” BABOK®v3説明会”を開催をきっかけに
2016年2月から毎月1回(現在は第3水曜日)開催、10回で
6つの知識エリアを読み終え、現在は5つの専門視点について継続中。
今後は、テクニックについて読み進めることを企画中。
★SABOKの読書会も開始予定です。

▼関東支部 新会員オリエンテーション「JISTAってなんじすた？」
日 時▶2017年2月26日(日)11:00～12:40
場 所▶勝どきダイニング GURAS
題 名▶「JISTAってなんじすた？」
参加者▶新会員13人、スタッフ4名
概 要▶
・会員数・関東支部でのアンケート結果
・JISTA宣言・目的
・JISTAの活動の紹介
①SABOK・オープンフォーラムの紹介
②各支部の資格取得支援
③各支部活動・ニュースレター
④関東支部研究会・試験勉強会
⑤その他おとしゃか、BBQ
裁判傍聴、ビアパーティ
⑥関東支部合宿
⑦関東支部スタッフ紹介・月例会
⑧テーマ別ディスカッション
⑨ライトニングトーク

所 感▶月例会のランチタイムという開催時間帯でしたが 13名の方に
ご参加いただくことができました。 参加いただいた方から「イベントを通
じてJISTA活動内容の理解につながった。」 「同じ新入会員の方と交流
を持つことができ仲間が増えた。」といった感想をいただくことができ、開
催した意義があったと感じています。 今後も継続的に行い、新入会員
の定着につながればと考えています。（久保田）

日 時▶2017年2月26日(日)13:00～17:00 場 所▶勝どき区民センター
概 要▶「改めてJISTAを語る」阿部新さん 参加者▶４９人

新会員の自己紹介

所 感▶月例会のテーマ別ディスカッションでは新入会員の方が分散するように出席者で５～６人程度のグループになり「ITス
トラテジストの存在意義を高めるためには？」をテーマにディスカッションしました。 アイデアとしてはSABOKの活用やJISTAとし
ての積極的な情報発信、資格取得者へのインセンティブの設定（ex.入札要件）など、新旧会員交えて意見交換をすることがで
きました。 午前から開催したオリエンテーションと合わせて新入会員の方にJISTAの活動の雰囲気を感じ取ってもらえたのでは
ないかと考えています。 また、個人的には他の会員の方とJISTAを通して実現したいことについて理解が深まったのと資格は
取って終わりじゃなく、取ってからがスタートだと改めて感じたテマデでした。（久保田）

