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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!

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。

2017/9/9（土）13:00～17:00 （12:30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（1） 「養蜂業に革命をもたらすBeeSensing」 はつはな果蜂園 代表 松原 秀樹 様
・基調講演（2） 「IoT人材育成の最前線とIoT検定」

IoT検定制度委員会事務局⾧ 株式会社サートプロ代表取締役CEO 近森 満 様
・パネルディスカッション ITに関連する各団体より代表者をお迎えし、課題討論を開催

2017/9/9（土）18:00～20:00（17:30受付開始）
伍味酉（ごみどり）名古屋駅前店 ４階貸切フロア
5,000円
支部発表、活動報告を含む

2017/9/10（日）9:30～16:30（名古屋駅解散）
トヨタ産業技術記念館、エコフルタウンとよた（貸切バスで移動）
実費を現地で清算。概ね6,000円と想定（昼食代込み）
”ものづくり技術の歴史と未来をトヨタから学ぶ”をテーマとした、社会見学ツアーです。
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●JISTAニュース

●支部活動情報

▼全国大会２０１７ 【2017/9/9（土）】 の詳細が決定!
▼ITストラテジスト試験対策講座を実施中!
▼（速報）関西支部 関西支部合宿 ＆支部紹介
▼（速報）関東支部 JISTA & JSDG 合同スペシャルイベント「ビアパーティ」

－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）

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

▼ITストラテジスト試験対策講座を実施中!▼ITストラテジスト試験対策講座を実施中!

申込みはこちらから
【本会・懇親会】※別々のチケットです。
https://passmarket.yahoo.co.jp/eve
nt/show/detail/01cre6ywpjz0.html
【オプションツアー】
https://www.facebook.com/groups/
355132597868370/permalink/1373
150582733228/
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関東支部① オリエンテーション
関東支部② 午後１対策
関東支部③ 午後１対策
中部支部① 受験ガイド
関東支部④ 午後１対策
関東支部⑤ 午後１対策
関東支部⑥ 午後１対策
中部支部② 午後２対策
関東支部⑦ 午後２対策
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四国支部、中国支部共催
試験対策講座（岡山市）

関東支部⑧ 午後１対策
中部支部③ 午後１対策
関東支部⑨ 午後２対策
関東支部⑩ 午後１対策
関東支部⑪ 午後２対策
関東支部⑫ 午後１対策
関西支部 直前対策講座

四国支部、中国支部共催
試験対策講座（岡山市）

関東支部⑧ 午後１対策
中部支部③ 午後１対策
関東支部⑨ 午後２対策
関東支部⑩ 午後１対策
関東支部⑪ 午後２対策
関東支部⑫ 午後１対策
関西支部 直前対策講座



JISTA & JSDG 合同スペシャルイベント「ビアパーティ」
2017/8/26（土）14:00～17:00／18:00～20:00
文京区民センター 2-A会議室 （67名が参加）
「言葉だけで伝える極意 ～ 人を動かす会話術のヒント」
大倉 利晴 様（放送作家）
⾧野県伊那市生まれ／伊那市特命大使 芸術文化大使
過去に萩本欽一氏に師事。テレビ・ラジオの企画構成、ラジオの
パーソナリティ、テレビ出演、講演、作詞など幅広く活動中。
放送業界の裏話を交えながら、会話術のヒントを楽しく学びます。
①ラジオショッピングを題材にした、「言葉だけで伝える表現の極意」
②円滑なコミュニケーションを築くための「人を傷つけない雑談」

「ビアパーティ」:四川料理 秋 神保町本店 （44名が参加）
自分の思っていることを人にうまく伝えるって難しいですよね。
今回の大倉先生の講演では、自分の思っていることを言葉でうまく
スッキリ・ピッタリ伝える方法を教えていただきました。仕事でもプライべート
でもうまく活用していきたいと思います。また初対面の人とも楽しく話せるポ
イントも教えていただき盛りだくさんの講演でした。
その後のビアパーティでは、会員の奥様の手作りパンのプレゼント企画も

あり、楽しい夏のひと時を過ごすことができました。今回はＪＳＤＧさんと
の共同企画で、初対面の方も多かったのですが、何時になく会話が弾み
盛り上がったのは、講演のお蔭かもしれません。
関東支部では、こうしたスペシャルイベントの他 毎月専門家の方の講

義をもとに会員同士で議論するテーマ別ディスカションも開催しております
ので、お近くにお立ち寄りの際には、是非ご参加ください。
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名 称▶日本ITストラテジスト協会関西支部
活動拠点▶主に大阪市 https://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=17
活動内容▶毎月定例会を開催＆試験対策勉強会
支 部 ⾧▶味岡 由恵さん
副支部⾧▶浜田 恒彰さん、前田 一暁さん
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2017/8/5（土）～8/6（日）
（１）13:00～15:00【研修】／ホテル１２３神戸

①RPA 【山本修二さん】
②グローバルへのシステム展開の秘密の国民ショー（国民性）【浜田さん】
③突然話を振られた時の3つの用意【福永さん】
④パースPAASのメリット【木村拓さん】

（２）15:30～17:30【銭湯】／神戸クアハウス
（３）18:00～ 【花火鑑賞＆夕食】／（株）アイクラフト様事務所
合宿は今回3回目ですが、毎回内容はよくて合宿ならではのお話が聞けて
お得感が満載ですし、またいつも聞こうとして聞けないことが、気兼ねなく話が聞
けますし、関西ならではのノリなのか?始終漫才のように楽しくお勉強は中々な
いのではないのかな?と思っております。是非ご参加ください。
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▲支部⾧挨拶
▼ばんざ～い無しよ!
▲支部⾧挨拶
▼ばんざ～い無しよ!

えじほん♪えじほん♪

素晴らしいっ!素晴らしいっ!

現在ITの普及率は右肩上がりに伸びております。
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20161003Apr.html
今あるコミュニティだけではなく、世界に目を向けたコミュニティを目指していくこ
とにより、更なる発展を担えまた皆さんの情報交換の場としても活躍ができる
のではないでしょうか?
また専門職のみだけだとわかっておりますが、幅広い方々に知っていただき広

げていくことにより、Jistaの理念である「真の情報化社会を実現に向けて情報
発信」が発展すると信じております。
その一環として、合宿があり、フォーラムや色々な勉強会を開催しITが得意

な方のみならず苦手な方こそ知っていただくことに価値があるのではと思ってお
ります。その為の企画をしていこうと思っております。
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