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開催場所：NISA 研修室 

1．第 5 回 7 月 29 日（木） 

・原則として月 1 回の役員会を開催する 

・委員会の設置 

・年間スケジュール 

・ＪＩＳＡ補助金による研修検討 

・中小企業の情報セキュリティ- 

・長崎ＩＴキャンプ 2010 計画 

・ＡＮＩＡ済州島視察会参加会員検討 

・新入会員の承認 

２．第 6 回 9 月 17 日（金） 

・H22 年度新体制による運営方針検討 

・H23 年度研修科目（案）とアンケート 

・長崎総合科学大学情報学部知能情報学科 

2010 年度公開講演会 

・IPA 中小企業情報セキュリティセミナー 

・九州・国際テクノフェアセミナー参加決定 

（県 門司係長） 

・JISA 研修計画申請のための検討。 

・キャリア助成金 説明会 

・第 32 回全情連大会「ANIA 広島大会」案内 

・ＮISA ポスター（H22 年度版）配布 

・（財）ハイパーネットワーク社会研究所  

『情報モラル啓発セミナー』の実施 

３．第 7 回 10 月 28 日（木） 

・一般会員の委員会への配属 

・平成 23 年度ＮＩＳＡ研修講座の検討 

・平成 23 年新春講演会テーマ検討・決定 

・ES-kyusｈu 熊本での「組込サミット」 

・長崎総合科学大学情報学部知能情報学科 

（2010 年度公開講演会、NISA 共催） 

・IPA 中小企業情報ｾｷｭﾘﾃｨｾﾐﾅｰ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 

ｺｰｽ入門編 実施報告と技術編開催の検討 

・JISA 研修補助金認可開催日程の検討 

・キャリア助成金の確認と来年度申請 

・（財）ハイパーネットワーク社会研究所 

『情報モラル啓発セミナー』（NISA 後援） 

４．第 8 回 11 月 25 日（木） 

・委員会開催検討 

・平成 23 年度ＮＩＳＡ研修カリキュラム決定 

・平成 23 年新春講演会・交流会体制 

・NISA NEWS 発行状況と今後の担当を検討 

・2010 年度 IPA 中小企業情報ｾｷｭﾘﾃｨｾﾐﾅｰ、 

「技術標準編」の開催の決定 

・JISA 研修補助金認可、開催決定 

・ANIA 部会 

 

 

会の活性化を図る事を目的に全員参加型の体制と

なりました。各委員会の概要は次のとおりです。 

１.企画委員会（石橋会長所掌：委員長 中野理事） 

 各種事業・調査の企画、ビジネスチャンス拡大等 

井上理事・井川理事、ｲｼﾏﾙ・ｺｱﾜｰｸｽ・ｿﾗﾝ西日

本・ﾕﾆｵﾝｿﾌト・ｱｽﾞﾎﾞｰﾝ・ｸﾛﾉｽ・ﾃﾞｭｱﾙｷｰｼｽﾃﾑ 

２.総務広報委員会 総務、広報等 

（佐藤副会長所掌：委員長 梁瀬理事）  

酒井理事、石田ｺﾋﾟｰｾﾝﾀｰ・ｳﾞｪｸﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨﾒﾃﾞｨｱ・ 

宝広告社・富士ｾﾞﾛｯｸｽ長崎・ﾐﾛｸ情報ｻｰﾋﾞｽ・ 

ﾃﾞｨｴｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 

３.研修技術委員会 研修ニーズ調査、企画、実行等 

（佐藤副会長所掌：委員長 佐藤理事）   

江崎理事、ICC・永電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・考える・ｻﾞｼｽﾃ

ﾑ・ｼｽﾃｯｸ井上・長崎情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門校・FOM・ 

ﾒﾄﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ・ﾗﾝｶｰﾄﾞｺﾑ・ｽﾀｲﾙﾈｯﾄ・FSC 

４.県南拡大委員会 県南の会員拡大、ｻｰﾋﾞｽの充実 

（浜本副会長所掌：委員長 扇理事） 

平井理事・手嶋理事、ｱｲｴｽｹｰ・島原ｿﾌﾄ・ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳ

情報ｼｽﾃﾑ・長崎ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ・長崎ｿﾌﾄｳｪｱﾌﾟﾛﾀﾞｸ

ﾂ・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽﾒﾃﾞｨｱ 

５.県北拡大委員会 県北の会員拡大、ｻｰﾋﾞｽの充実 

（浜本副会長所掌：委員長 渡邉理事） 

大神理事・小原理事・荒川理事、九州教具・九州

ｼﾞｬｺｽ・西肥情報ｼｽﾃﾑ・吉田内科小児科・亀山電

機 

６.交流委員 会員の交流、ﾋﾞｼﾞﾈｽ促進、他団体交流 

（浜本副会長所掌：委員長 須藤理事） 

岡理事、ｱｲｺｯｸ・協和機電工業・ｼﾞｪｽｺﾑ・ﾄﾞﾘｰﾑ 

ﾊﾞﾝｸ・ﾌｧﾃｨﾏ・三菱電機ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ・ｽｶﾙﾊﾟｼｽ

ﾃﾑ・ﾋﾞｰｵﾙｸﾞ・ｺﾗﾎﾞｿﾌﾄ 
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研修会風景 

4 月プログラム基礎、ネットワーク技術の基礎 

データベース技術の基礎 累計 23 名 

5 月システム設計技術、システム設計ワークショップ、 

  JAVA プログラミング 累計 59 名 

6 月 VB による．NET プログラミング、IT プロフェッショ

ナルのためのコミュニケーション、 

    JSP サーブレット入門 累計 97 名 

7 月 IT プロフェッショナルのためのﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ、 

システム分析・設計 累計 129 名 

8 月成功プロジェクトのための段取り力、 

 ネットワーク構築 累計 160 名 

9 月ネットワークセキュリティ、目標管理のブラッシュ 

アップ 累計 176 名 

10 月ポジティブマネージメント、Oracle による 

SQL 応用 累計 195 名 

11 月 Java Web システム、ファシリテータ養成講座 

     累計 220 名 

 

 

 

       ビジネスコラボ会の様子 

７月 29 日、10 月 28 日にビジネスコラボ会が開催さ

れました。様々な情報交換の場になりますので会員の

皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

IT キャンプの様子 

9 月２４日（金）～26 日(日)今年の「長崎ＩＴキャンプ 

2010」は「ＩＴで長崎の魅力を発信」することにコンセ

プトを置いて下記の通り開催された。（NISA 共催）  

 ◆新しい技術や考え方に触れ、人材の育成（技術

力向上） ◆共同作業を通して、コミュニケーション能

力の向上 ◆同じ仕事・分野の仲間で互助による技

術力向上の維持発展など、参加者には大きな成果

があった。27 名の参加者であった。 

 

 

 

        ANIA 広島大会の様子 

 11 月 11 日（木）～12 日（金）第 32 回全情連大会が

ANIA 広島大会として開催された。行政機関等（来

賓）22 名、広島県内 138 名、県外 125 名、合計 285

名の参加者で、大盛況の大会となった。 

100 年に一度といわれる世界的な経済危機にさら

され、IT 業界も苦しい日々が続いているが、いつま

でも続くわけではなく、新たな発展段階への展望も

見出されてきている。地域 IT 業界の課題を解決する

会員相互の連帯と知恵を出す大会であった。 

 基調講演「クラウド化の流れと地域 IT 産業の振興」

（グークル㈱名誉会長村上憲郎氏）があった。 
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