
顔写真 役職：氏名

理事：
●ML議長
柴田静香さん

理事：
●ML議長
原善一郎さん

理事：
●システム基盤担当
靭勝彦さん

理事：
●システム基盤担当
小林健了さん

監事：
●会計監査担当
冨原 祐さん

不在

理事：
●特定事業

SABOK担当
山本泰さん

副会長 選出中

顔写真 役職：氏名

●会長：
岡室俊之さん

理事：
●総務［広報

・渉外］担当
安藤秀樹さん

理事：
●総務［広報

・渉外］担当
増田秀明さん

理事：
●会計・会員

管理担当
堀伸二さん

理事：
●会計・会員

管理担当
山本武彦さん

募集中

理事：
●会計・会員

管理担当

募集中
理事：
●企画担当

支部長写真 役職および氏名

●北海道支部
支部長 松浦賢さん
副支部長 栗栖範子さん

佐野 浩さん

●東北支部
支部長 庄司 貞雄さん
副支部長 舘田あゆみさん

●関東支部
支部長 小島 幸重さん
副支部長 阿部新さん

中村 清悟さん

●中部支部
支部長 辻 克彦さん
副支部長 奥西誠子さん

●関西支部
支部長 味岡 由恵さん
副支部長 太田真行さん

浜田 恒彰さん

●中国支部
支部長 山本 泰さん
副支部長 安藤光昭さん

服部 英則さん

●四国支部
支部長 塚本 浩二さん
副支部長 河野聡志さん

渡部 一恵さん

●九州支部
支部長 陣 宏充さん
副支部長 谷口公洋さん

山口 昌利さん

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

▼2018年度 本部役員・各支部長のお知らせ

▼各支部の活動計画のおしらせ

－今月のラインナップ－

JISTA劇場ニュース第37号
2018年2月11日発行

★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/

各役員 お名前と顔写真紹介 （任期：2018年2月1日から2019年1月31日）各役員 お名前と顔写真紹介 （任期：2018年2月1日から2019年1月31日）

▼2018年度 本部役員・各支部長のお知らせ



▼各支部の活動計画のおしらせ 最新情報はHP・FB等でご確認ください▼各支部の活動計画のおしらせ 最新情報はHP・FB等でご確認ください

JISTA劇場ニュース第37号
2018年2月11日発行

第87回月例会 2/25(日)明石町区民館
第88回月例会 3/24(土)
第89回月例会 4/22(日)
第90回月例会 5/26(土)
第91回月例会 6/20(水)初の平日夜の開催
第92回月例会 7/22(日)
第93回月例会 8/26(日)JSDGとの合同ビアパーティ
第94回月例会 9/30(日)
第95回月例会 10/27(土)ビブリオバトル

11/10(土)オープンフォーラム
第96回月例会 12/ 8(土)忘年会
第97回月例会 1/27(日)

［中国］ 2/10（土）14:00～ 定例会
［北海道］2/15（木）19:00～21:00 支部定例会 札幌エルプラザ
［中部］ 2/24（土）15:00～17:00 愛知工業大学 自由が丘キャンパス
［九州］ 2/24（土）通常総会／懇親会

2/16(金) 例会
3/10(土) 土曜例会「問題解決ミーティング」
4/20(金) 例会
5/18(金) 他団体合同行事
6/22(金) 例会（オープンフォーラム準備）
7/ 7(土) オープンフォーラム
8/ 4(土) 花火大会in神戸※花火大会の日程
9/21(金) 例会
10/19(金) 例会
11/17(土) 土曜例会
12/21(金) 忘年会

第23回定例会 3/10（土）
第24回定例会 4/14（土）
第25回定例会 5/12（土）
第26回定例会 6/ 9（土）
第27回定例会 7/14（土）
第28回定例会 8/11（土）
第29回定例会 9/ 8（土）

未定 ＩＴストラテジスト試験対策講座（岡山）⇒中国支部との共催予定
未定 ＩＴストラテジスト試験対策講座（広島）⇒中国支部との共催予定
9/ 8（土）オープンセミナー（高松）兼 定例会 ⇒Iasa日本支部、ITCかがわとの共催予定

⇒「ITABoK V3 説明会～グローバルに通用するITアーキテクトの要件とは？～」
未定 オープンソースカンファレンス 2018 Kagawa（高松）

⇒他団体主催イベントに講演者として参加）
未定 JISTA西日本合同強化合宿（松山）兼 定例会 ⇒九州支部、中国支部との共催予定
未定 定例会 徳島（翌年度活動計画の打合せを兼ねる）

未定 ＩＴストラテジスト試験対策講座（岡山）⇒中国支部との共催予定
未定 ＩＴストラテジスト試験対策講座（広島）⇒中国支部との共催予定
9/ 8（土）オープンセミナー（高松）兼 定例会 ⇒Iasa日本支部、ITCかがわとの共催予定

⇒「ITABoK V3 説明会～グローバルに通用するITアーキテクトの要件とは？～」
未定 オープンソースカンファレンス 2018 Kagawa（高松）

⇒他団体主催イベントに講演者として参加）
未定 JISTA西日本合同強化合宿（松山）兼 定例会 ⇒九州支部、中国支部との共催予定
未定 定例会 徳島（翌年度活動計画の打合せを兼ねる）

◆◆◆◆◆◆◆最新情報はこちらでご確認ください◆◆◆◆◆◆◆

北海道支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=1 https://www.facebook.com/jista.hokkaido/

東北支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=2 －

関東支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=3 https://www.facebook.com/jista.kanto/

中部支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=4 －

関西支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=5 －

中国支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=54 －

四国支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=47 https://www.facebook.com/JistaShikoku/

九州支部 http://www.jista.org/modules/area/index.php?cat_id=6 https://www.facebook.com/JistaQ/

毎月第2土曜日14時から、2～3時間とします
※オンライン参加可能とします(Zoom使用、事前告知)
1部：JISTA定例会
・活動状況の共有、等
・テーマに沿ったディスカッション
(外部へのアウトプット、ニーズ中心に)

2部：-分参加(自己研鑽)
・BABOK、SABOKに関連した検討、プレゼン、等


