
支部活動の最新情報は https://www.jista.org/modules/area/index.php にてご確認ください。

FACEBOOKでも情報公開中！

●ＪＩＳＴＡニュース

●支部活動情報

▼全国大会２０１７ 【2017/9/9（土）】 の概要が決定！
▼（試載）公的機関クリッピング情報（不定期）
▼中部支部紹介
▼（速報）北海道支部 大人の社会見学（植松電機 他 訪問）
▼（速報）九州支部・ITC沖縄 第10回合同定例会

－今月のラインナップ－
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★北海道支部（公開）
★関東支部（公開）
★四国支部（公開）
★九州支部（公開）

▼ 全国大会２０１７ 【2017/9/9（土）】 概要が決定！＆中部支部紹介

https://www.facebook.com/jista.hokkaido/
https://www.facebook.com/jista.kanto/
https://www.facebook.com/JistaShikoku/
https://www.facebook.com/JistaQ/

支部長抱負▶ IoTと人材育成をテーマに、IT人材の未来のことを皆さまと一緒に考えたいと思います。
遠方の方もお待ちしております。皆さま、ぜひ中部の全国大会にお越しください！
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名 称▶日本ITストラテジスト協会中部支部
活動拠点▶主に名古屋市
活動内容▶2か月に1度定例会を開催＆試験対策勉強会
支 部 長▶金田 芳博さん
副支部長▶一ノ瀬 誠さん、奥西 誠子さん

名 称▶日本ITストラテジスト協会中部支部
活動拠点▶主に名古屋市
活動内容▶2か月に1度定例会を開催＆試験対策勉強会
支 部 長▶金田 芳博さん
副支部長▶一ノ瀬 誠さん、奥西 誠子さん

・今年は全国大会の開催支部として鋭意準備中！
・ITストラテジスト試験対策勉強会等イベントも実施中！！
詳細は
https://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=4
にてご確認を！

価値創造プロセスを実行できるITストラテジー人材の育成～IT経営からIoT経営へ～価値創造プロセスを実行できるITストラテジー人材の育成～IT経営からIoT経営へ～

ものづくりの拠点が集結している中部地区にて、日本ITストラテジスト協会 全国大会2017を開催いたします。
今年のテーマは、「価値創造プロセスを実行できるITストラテジー人材の育成 ～IT経営からIoT経営へ～」で
す。もはや一般の消費者まで浸透し、IoTに囲まれて生活することとなった今、皆様の周りでは、そんな時代を
切り拓き、成長をリードする人材育成ができていますでしょうか。今年の全国大会では、IoTを使いこなすために
どんな人材が必要か、どのように育成すべきかを、ITストラテジストとして徹底的に追及します。
ご自身の成長のためにも、また、企業及び社会の発展のためにも、是非ご参加下さい。

2017年9月9日（土） 13時～17時 （12時半受付開始）
ウインクあいち http://www.winc-aichi.jp/access/
1,500円 ↑（JR、名鉄、近鉄、地下鉄名古屋駅から徒歩約5分）

基調講演（２名）、パネルディスカッション

2017年9月9日（土） 18時～20時 （17時半受付開始）
全国大会会場近郊 飲食店の予定
5,000円
支部発表、活動報告を含む
以下から参加チケットの購入をお願いします。
※本会と懇親会は別々のチケットです。ご注意願います。
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01cre6ywpjz0.html
2017年9月10日（日） トヨタ産業技術記念館、エコフルタウンとよたの予定です。
https://www.facebook.com/groups/355132597868370/permalink/1373150582733228/
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日本ＩＴストラテジスト協会九州支部・ＩＴＣ沖縄 第１０回合同定例会
「フェストーネで人とITを結ぶ」
2017/7/8(土) 13:00～17:00
カルチャーリゾート・フェストーネ http://festone.jp/
発表１「人口減少時代のIT活用による生産性向上」

JISTA 上野 健一郎 様
発表２「熊本地震の被災体験から考えるITサービス部門の

事業継続マネジメント」JISTA 桐原 光洋 様
発表３「IT戦略センターについて」ITC沖縄 兼村 光 様
ITC沖縄、JISTAQ 組織紹介（活動報告等）
懇親会（バーベキュー）
ご講演３本立てで臨んだ定例会だったが、①沖縄の新しい
戦略センター（仮）、②熊本地震のDR,BCP対策、③最新の
話題であるIoT、AIといった幅広い話題でカバーできたのは
大きかった。密かに来年の実施計画も既に進行中！
沖縄にもJISTA会員の方が在籍していらっしゃいますので、
JISTAに参加できてよかったと可能な限り満足度向上に
繋がるように各県と連携した動きを今後も行っていきたい。
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▼（速報）北海道支部 大人の社会見学（植松電機、サッポロビール博物館訪問）▼（速報）北海道支部 大人の社会見学（植松電機、サッポロビール博物館訪問）

今回のキーワードは「新産業構造・攻めのIT経営」です。 関東支部木本さんからのご提供です。
▶経済産業省 (METI) 「新産業構造ビジョン」を公表 (2017.05.31)

•http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530007/20170530007-2.pdf
•第4次産業革命へ対応するための羅針盤として「新産業構造ビジョン」を策定され確定した。

▶経済産業省（METI）「攻めのIT経営」上場企業31銘柄と中小企業百選を選定(2017.05.31)
•http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170531007/20170531007.html
•http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170531008/20170531008.html
•業務の効率化・利便性の向上ばかりでなく、新たな価値の創造につながる「攻めのIT投資」に積極的な上場企業31社、中小
企業40社を選定。平成26年度から上場企業については東京証券取引所と共同で3年間実施し、中小企業については3年間
で合計100社となった。
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まとめ▶ JISTA北海道支部の「大人の社会見学」は今年で6回目の開催となります。いつかは行こうと言いながら、なかなか人数が集
まらずに企画が流れていた「植松電機訪問」ですが、一般用のモデルロケット教室に参加という形で今回実現することができまし
た。植松社長の熱いメッセージが我々にも伝わりました。今回、支部の山田さんがコーディネーターを引き受けて下さり、スムーズ
な見学となりました。改めてその労に感謝いたします。また今年は、九州支部（東京在住）の陣さんがこの企画に参加されました
。社会見学をすることもさることながら、このような形で人の交流ができることも重要な目的の一つです。北海道との縁が出来そう
な陣さんにも、この場を借りてお礼申し上げます。
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