
更新日：2022年 2月 16日 
 

会員は、主に地元の情報産業関連企業を中心に構成されており､会員間の親交を図ると共に、信頼 
     関係を醸成するため、懇親会として定例の「ビジネスコラボ会」を開催しています。 

刻々と変化する今日の社会情勢の中で、会員間の共通課題や、技術動向、市場動向等の情報交 
換を行い、得意分野や保有技術などをベースとした協業による新ビジネスの創出や、大規模システム開 
発への挑戦など､あらゆる可能性を検討できる場を提供しています。 

  ＜会員の皆様のご参加を宜しくお願い致します＞  

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

2021 年度開催 「ビジネスコラボ会」（会員懇親会） 
♣新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、会員間のビジネスコラボ会(懇親会)は､昨 10月 

22日(木)に「和奏(わかな)」にて開催以降は､新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため 
開催を自粛していましたが､ワクチン接種の普及や､最近の長崎県内の新規感染者の減少傾向に 
より、2021年 10月 6日から､長崎県全体の感染段階を「ステージ 1」へ引き下げられた事もあり､ 
10月 21日(木)の第 7回理事会後に、約 1年ぶりに「ビジネスコラボ会」を開催しました。 

 
♣2021年 6月 17日開催の「第 28回通常総会」は､オンライン方式で開催しましたので､例年、 
総会と併せて開催していました 「産学官交流会（懇親会）」を中止しました。 
 

     ♣2021年 10月 21日(木) 18:00～ 「 ビジネスコラボ会(懇親会) 」              
 

第７回理会終了後、長崎市内「旬彩 ながや」において､新規参加の会員を交えて出席者 14名 
で「ビジネスコラボ会」を開催しました。 
会場では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に行い、貸し切りで開催しました。 

[於：和食居酒屋 旬彩 ながや](長崎市万屋町 4-13 二葉ビル 3階) 
           開催のご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info3603.pdf 
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ビジネスコラボ会(懇親会)  (於：旬彩 ながや) 

http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info3603.pdf


 ♣2021年 12月 23日(木) 18:30～ 「 ビジネスコラボ会(懇親会) 」              
 
    第 9理事会終了後、引き続き「出島交流会館」に於いて､長崎県工業技術センター様との 

意見交換会を開催しました。意見交換会が終了した後、長崎市内新地中華街の「会楽園」に 
於いて､長崎県工業技術センター様を含め、20名の出席で「ビジネスコラボ会(懇親会)」を開催 
しました。 

       この時期は､長崎県内の新型コロナ新規感染者 ”0”が続いており､レベルもステージ “0” であった 
ことから開催を決定し､会席料理の形態として、三密防止と、安全性を十分考慮して開催しました。  

    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
♣2022(令和 4)年 1月 19日(水) ｢新春講演会｣と併せて開催予定であった「産学官交流会 

(懇親会)」は、１月に入ってからの長崎県内のコロナウイルス感染者数急増のため､中止とさせて 
戴きました。今回は､ホテルセントヒル長崎「紫陽花の間」を会場として「新春講演会」のみ開催 
しました。 

 
♣2022(令和 4)年 6月 16日(木) ｢第 29回通常総会｣の開催と併せて､「講演会(特別講演、 
わが社の一押し)」､及び「産学官交流会(懇親会)」を、ホテルセントヒル長崎「紫陽花の間」を 
会場として､リアルとオンライン併用で開催予定です。尚、今後の長崎県内のコロナウイルス感染状
況によっては中止とさせて戴く場合もあります。本件は､開催日に近付いてから改めてご案内申し
上げます。 
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ビジネスコラボ会(懇親会)  (於：会楽園) 



更新日：2021年 1月 26日 
 

 会員は、主に地元の情報産業関連企業を中心に構成されており､会員間の親交を図り、 
信頼関係を醸成するため、懇親会として定例の「ビジネスコラボ会」を開催しています。 
刻々と変化する今日の社会情勢の中で、会員間の共通課題や、技術動向、市場動向 

等の情報交換を行い、得意分野や保有技術などをベースとした協業による新ビジネスの創出 
や、大規模システム開発への挑戦など､あらゆる可能性を検討できる場を提供しています。 
 

  ＜会員の皆様のご参加を宜しくお願い致します＞  

2020 年開催 「ビジネスコラボ会」（会員懇親会） 

 
♣2020 年 1 月 23 日(木) 理事会 （開催済み) 

理事会､及び「新春講演会・産学官交流会」(ｾﾝﾄﾋﾙ長崎)を終了後、 

「ビジネスコラボ会」を開催しました。 

[於：ＶＡＲＩＯ(バリオ)](長崎市浜町 8-21)] 

ご案内：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/07info2665.pdf 
ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/06info2665.pdf 

 
 
※4月のコラボ会は､2020年 4月 23日(木)に開催予定でしたが､新型コロナウイルス感染防止の 
ため、コラボ会は､2020年 6月まで開催中止としました。 
次回は、７月 16日(木)に佐世保市で開催の第４回理事会終了後に「県北地域懇親会」として、 
佐世保市内(いけ洲博多屋)で「コラボ会」を開催しました。 

 

 
♣2020 年 7 月 16 日(木) 理事会 （WEB 会議併用にて開催済み） 

理事会は 「佐世保情報産業プラザ」で開催し､理事 9 名､監事 1 名、 

正会員 1 名､事務局 1 名の 12 名が会場に出席し､理事 9 名､監事 1 名、顧問 2 名 

の 12 名がリモート(Webex Meetings)で出席しました。 
理事会終了後、県北地域懇親会として､新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い、 

佐世保市内(いけ洲博多屋)で､11 名出席でコラボ会を開催しました。 

[於：いけ洲博多屋](佐世保市三浦町 4-1 佐世保グリーンホテル)] 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/06info2886.pdf 
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http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/07info2665.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/06info2665.pdf
https://tabelog.com/nagasaki/C42202/C109896/rstLst/


 
 

♣2020 年 8 月 20 日(木) 理事会 （WEB 会議併用にて開催済み） 

理事会は､リモート会議（Webex）を併用して 「出島交流会館」をセンターとして、 

理事１８名（内､WEB９名）、監事２名(内 WEB１名)が出席し開催しました。 

理事会終了後、新入会員を交えた懇親会として、新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

を行い、長崎市内(会楽園)において､１３名出席でビジネスコラボ会を開催しました。 

[於：会楽園](長崎市長崎市新地町 10-16)] 

 ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/07info2930.pdf 
 ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/07info2930.pdf 

 

 
 

♣2020 年 10 月 22 日(木) 理事会 （WEB 会議併用にて開催済み） 

理事会は､リモート会議（Webex）を併用して 「出島交流会館」をセンターとして、 

理事１９名（内､WEB７名）、監事 1 名(WEB)が出席し開催しました。 

理事会終了後、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い、長崎市内「和奏(わかな)」 

において､１３名出席でビジネスコラボ会を開催しました。 

[於：和奏（わかな）](長崎市船大工町 3-8 VAN ビル 1F)] 

 
ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info3008.pdf 

 

 

 
♣新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、会員間のビジネスコラボ会(懇親会)は､ 
  当面、開催を自粛することとなりました。 
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http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info3008.pdf


2019 年開催済み 「ビジネスコラボ会」（会員懇親会） 

 

♣2019 年 1 月 24 日(木)開催済み 「産学官交流会後・コラボ会」 

     於：『炭蔵』 （長崎市築町） 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/05info2364.pdf 
 
♣2019 年 4 月 25 日(木)開催済み 

「理事会」(出島)後、「ビジネスコラボ会」  

[於：肉吉（にくきち）]（長崎市万屋町） 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/04info2451.pdf 
 

♣2019 年 6 月 20 日(木)開催済み 

「通常総会」(ｾﾝﾄﾋﾙ長崎)終了後、「ビジネスコラボ会」 

[於：ＶＡＲＩＯ(バリオ)] 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/05info2475.pdf 
 
♣2019 年 7 月 25 日(木)開催済み 

「理事会」(佐世保情報産業プラザ)終了後、「ビジネスコラボ会」  

[於：いけ洲博多屋(佐世保グリーンホテル 1 階)] 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/07info2528.pdf 
 

♣2019 年 8 月 22 日(木)開催済み 

「理事会」(長崎市立図書館 2F)終了後、「ビジネスコラボ会」  

[於：やきやき鉄板 はまのや(長崎市万屋町 5-33)] 

ご案内：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/08info2528.pdf 
ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2549.pdf 

 
♣2019 年 10 月 24 日(木)開催済み 

「理事会」(長崎市立図書館 2F)終了後、「ビジネスコラボ会」  

[於：串なべｂｙれっどぶーつ](長崎市浜町 8-21)] 

ご案内：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2604.pdf 
ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2604.pdf 

 
♣2019 年 12 月 19 日(木) 開催済み 

「理事会」･「県工技ｾﾝﾀｰ交流会」(出島交流会館 9F)終了後、移動。 

「ビジネスコラボ会」 (於：「楽屋(がくや)」 長崎市油屋町 1-4) 

ご案内：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2642.pdf 
(3) 

http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/05info2364.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/04info2451.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/05info2475.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/07info2528.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/08info2528.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2549.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2604.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2604.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2642.pdf


2018 年開催済み 「ビジネスコラボ会」（会員懇親会） 

 

♣2018 年 4 月 26 日(木)開催済み 「ビジネスコラボ会」 於：さかな市場 

ご案内：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2208.pdf 

 

♣2018 年 6 月 21 日(木)開催済み 「産学官交流会後・コラボ会」 於：いちくら 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/09info2212.pdf 

 

♣2018 年 7 月 26 日(木)開催済み 「コラボ会」 於：いけ洲博多屋（佐世保市） 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2237.pdf 

 

♣2018 年 8 月 23 日(木)開催済み 「コラボ会」 長崎市船大工町 『とりや』 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/03info2258.pdf 

 

♣2018 年 10 月 25 日(木)開催済み 「コラボ会」 長崎市銅座町 『長崎奉行』 

ご案内＆ご報告： http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/04info2283.pdf 

 
 

♣2018 年 12 月 20 日(木)開催済み 「コラボ会」  

於：『炭蔵』 （長崎市築町） 
ご案内： http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/03info2314.pdf 
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http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2208.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/09info2212.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2237.pdf
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http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/03info2314.pdf


2017 年開催済み 「ビジネスコラボ会」（会員懇親会） 

 

♣2017 年 4 月 20 日(木)開催済み 「ビジネスコラボ会」 於：旬彩ながや 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2174.pdf 

 

♣2017 年 6 月 22 日(木)開催済み 「産学官交流会後・コラボ会」 於：いちくら 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/03info2174.pdf 

 

♣2017 年 9 月 21 日(木)開催済み 「ビジネスコラボ会」 於：リストランテ門(kado) 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/10info2212.pdf 

 

♣2017 年 12 月 21 日(木)開催済み 「ビジネスコラボ会」 於：いけす川正 

ご報告：http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/04info2174.pdf 
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http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/02info2174.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/03info2174.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/10info2212.pdf
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■2020年度 「ビジネスコラボ会」の開催予定。（詳細については別途､ご案内します） 

※NISA理事会は､原則､毎月第 3木曜日に開催しています。 
理事会終了後､18：00 より NISA会員様 自由参加の｢ビジネスコラボ会｣を開催しています。 
｢ビジネスコラボ会｣は､原則、2 か月に 1回､開催しています。 
 

 令和 2年度(2020年度)「理事会」・「ビジネスコラボ会」 開催状況  
・2020年  4月 23日(木) 理事会(WEB会議開催)。「コラボ会」(中止) 
・2020年  6月 25日(木) 理事会(WEB会議開催)。「通常総会」(中止)、「コラボ会」(中止) 
・2020年  7月 16日(木) 理事会(WEB会議開催)：(佐世保情報産業プラザ) 

｢県北懇親コラボ会｣場所：「いけ潮博多屋(佐世保市)」(実施済み) 
・2020年  8月 20日(木) 理事会(WEB会議開催) 「会楽園(長崎市)」(実施済み) 
・2020年 10月 22日(木) 理事会(WEB会議開催) 「和奏(長崎市)」(実施済み) 
 

     ※12月以降の「コラボ会」は､別途、連絡します。 
 

■お問合せ先・参加申込み先： (一社)長崎県情報産業協会(NISA) 
NISA事務局          （TEL：095-824-0332） 

（E-mail： nisa@hkg.odn.ne.jp） 
■NISA交流委員長 [柿田理事]、副委員長 [岩永(健)理事､城戸理事] 
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♣2018 年 9 月 1 日(土)（開催済み） 
NISA会員メンバーのゴルフ愛好者有志によるゴルフコンペを開催しました。 

今回は､昨年 11月 10日に開催された 「ANIA長崎大会」 2日目のエクスカーション 
｢パサージュ琴海ゴルフコース｣のスタッフとして､ご尽力を戴いた皆様の慰労を兼ねて 
｢チサンカントリークラブ森山(雲仙コース・橘コース)｣で開催しました。 

当日は､スタート直後に強い雨が降り､約40分間の中断･待機の後にプレイを再開するなど､ 
天候には恵まれませんでしたが､プレイ終了後の表彰式では､豪華賞品を戴くなど､楽しいひと時を 
過ごすことができました。参加いただきました皆様､お疲れ様でした。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
次回は､NISA会員メンバーのゴルフ愛好者を募り 「NISA懇親ゴルフ大会」として開催できる 
よう計画して行きたいと思います。 
                          （1） 


