
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を開催いたしまし
た。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
～」でした。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した。

2017/9/9（土）13:00～17:00  ウインクあいち ⇒ 81名参加
・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「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に必要なことは」
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●JISTAニュース
●支部活動情報

▼（速報）全国大会2017 in 名古屋 大盛況に終わる!
▼（予告）東北支部 三団体合同ワークショップ10/14（土）in 仙台

▼（予告）四国支部 高松Ｐ２Ｍセミナー201710/21（土）in 高松

▼（予告）関東支部オープンフォーラム2017 11/18（土）in 秋葉原

▼（予告）中国・四国・九州支部 合同合宿 11/25~26 in 山口
▼（予告）関西支部オープンフォーラム 12/2（土）in 大阪

－今月のラインナップ－
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所 感▶

◆本会
日時場所▶
内 容▶

所 感▶

◆本会
日時場所▶
内 容▶

★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/
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▼（速報）全国大会2017 in 名古屋 大盛況に終わる!

2017/9/9（土） 18:00～20:00 伍味酉 ⇒ 66名参加
支部活動報告および広報活動へのアンケート結果報告

2017/9/10（日）9:30～16:30⇒15名参加
トヨタ産業技術記念館、エコフルタウンとよた
”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、社会見学ツアーでした。
エコフルタウンのサイﾄでも掲載されています。
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藤田実行委員⾧ JISTAレディース 乾杯! 次回開催「東北支部」
中央が庄司支部⾧
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https://toyota-ecofultown.com/news/9月10日ガイドツアー/https://toyota-ecofultown.com/news/9月10日ガイドツアー/

はつはな果蜂園 https://www.facebook.com/hatsuhana.kahouen/はつはな果蜂園 https://www.facebook.com/hatsuhana.kahouen/

IOT検定 http://www.iotcert.org/IOT検定 http://www.iotcert.org/



▼（予告）関東支部オープンフォーラム2017 11/18（土）in 秋葉原▼（予告）関東支部オープンフォーラム2017 11/18（土）in 秋葉原
「AIとビッグデータをIT戦略に生かすための方法」
2017/11/18（土）13:30～17:30 
秋葉原UDX GALLERY NEXT-1
・基調講演①ECにおける「個別化」後の人工知能活用と協創の世界」

楽天株式会社 執行役員 兼 楽天技術研究所代表 森 正弥 様
・基調講演②「企業経営に役立つビッグデータ解析」

国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授 水野 貴之 様
・JISTA会員と講演者による「データ活用相談室」※相談募集中
事前申込み（一般）:2,500円、事前申込み（会員）:1,500円

2017/11/18（土）18:30～21:00
PASELA RESORTS AKIBAマルチエンターテインメント
6,000円
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詳細はこちらから
http://www.jista.org/modules/area/index.php?content_id=305
https://www.facebook.com/jista.kanto.open/

詳細はこちらから
http://www.jista.org/modules/area/index.php?content_id=305
https://www.facebook.com/jista.kanto.open/

▼（予告）関西支部オープンフォーラム 12/2（土）in 大阪▼（予告）関西支部オープンフォーラム 12/2（土）in 大阪
「働き方改革とITストラテジスト」
2017/12/2（土）13:00～17:00 
関西大学梅田キャンパス
・基調講演 ローソンの再建事例に学ぶ企業経営
・パネルディスカッション
①「子育て!介護!あきらめない未来の働き方」
②「海外駐在の経験から語る働き方（仮称）」
③「ITを利用した地方再生」
・ワールドカフェ方式のディスカッション

2017/12/2（土）17:30～19:30
関西大学梅田キャンパス
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▼（予告）東北支部 三団体合同ワークショップ 10/14（土）in 仙台▼（予告）東北支部 三団体合同ワークショップ 10/14（土）in 仙台
2017/10/14（土）13:30～17:30
（株）日立ソリューションズ東日本 ６階 会議室
・講演①「地域ＩｏＴの実装に向けて」

東北総合通信局情報通信部情報通信振興課⾧ 竹居田 勲平 様
・講演②「モダンマルウェアで武装した攻撃者に適応するインシデントレスポンスプラン」

～ネットワークから切断しないインシデントレスポンス～
株式会社セキュリティイニシアティブ 代表取締役 小笠 貴晴 様

・講演③「オープンソースムーブメントが創る新たなビジネスモデル」
～差別化のみが生きる道～

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン理事⾧ 成井 弦 様
JISTA会員3,000円
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詳細・申込みはこちらから
http://kokucheese.com/event/index/484593/
詳細・申込みはこちらから
http://kokucheese.com/event/index/484593/

▼（予告）四国支部 高松Ｐ２Ｍセミナー2017 10/21（土）in 高松▼（予告）四国支部 高松Ｐ２Ｍセミナー2017 10/21（土）in 高松
2017/10/21（土）13:00～16:40
サンポートホール高松 ６Ｆ ６４会議室
・講演①「ＵＸ時代のデザインとプログラムマネジメント」

広島修道大学 佐藤 達男 様
・講演②「プロジェクトマネジメントとセキュリティ－その内情と具体的対策について－」

特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会、日本ＩＴストラテジスト協会
石橋 伸介 様

無料
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詳細・申込みはこちらから ★10/2０（金）まで
http://www.jista.org/modules/eguide/event.php?eid=25
詳細・申込みはこちらから ★10/2０（金）まで
http://www.jista.org/modules/eguide/event.php?eid=25

株式会社都築経営研究所代表取締役
都築 冨士男 様

チルドリン徳島代表 野田 由香 様
元JISTA関西支部⾧ 幸田 至弘 様
NPO法人農業マッチ勉強会理事⾧

山本 文則 様
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▼（予告）中国・四国・九州支部 合同合宿 11/25~26 in 山口▼（予告）中国・四国・九州支部 合同合宿 11/25~26 in 山口
2017/11/25（土）～ 2017/11/26（日）
かんぽの宿 湯田 山口県山口市神田町1-42
2017/11/25（土）～ 2017/11/26（日）
かんぽの宿 湯田 山口県山口市神田町1-42

日 時▶
会 場▶
日 時▶
会 場▶

申込みはこちらから
http://jista2017.peatix.com/
申込みはこちらから
http://jista2017.peatix.com/

申込みはこちらから
https://jista-kansai.connpass.com/event/67386/
申込みはこちらから
https://jista-kansai.connpass.com/event/67386/


