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－ 今月のラインナップ －
●ＪＩＳＴＡニュース
▼ ＪＩＳＴＡ全国大会２０１６ in 徳島 （９月１０日開催） 詳細情報
▼ ＪＩＳＴＡ関西オープンフォーラム２０１６ （７月２日開催） 詳細情報
●支部情報
▼ 四国支部定例会（５月）の紹介 （共催：宿題メール大阪勉強会）
第17号
▼ 各支部のイベント情報 2016年3月14日発行
（日付け順 ７月開催分まで）
●ＪＩＳＴＡニュース
▼ＪＩＳＴＡ全国大会２０１６ in 徳島
日本ＩＴストラテジスト協会 全国大会 2016 in 徳島
地方創生ＩＴ戦略を考える
～テレワーク事例から考える、ＩＴストラテジストがすべきこと～
【開催日時】
2016年9月10日（土）13:00～17:00 (受付開始 12:30)
【会 場】
阿波観光ホテル 5F クリスタルパレス
〒770-0083 徳島県徳島市一番町３－１６－３：ＪＲ徳島駅徒歩1分
【プログラム概要】
●基調講演１
神山プロジェクト ～創造的過疎から考える地方創造～
NPOグリーンバレー 理事長 大南 信也 様
●基調講演２
どこでも仕事ができる時代にどこでする？
株式会社えんがわ 代表取締役社長 隅田 徹 様
●グループワーク
テレワーク事例から考える、ＩＴストラテジストがすべきこと
モデレータ：日本ＩＴストラテジスト協会中国支部 山本 泰
【全国大会 参加料】
会員：１，０００円
一般：２，０００円
【懇親会 会費】
５，０００円（会員・一般共通)
【オプションツアー：神山視察】（全国大会の翌日に実施）
最小催行人数：１５名
視察場所：徳島県名西郡神山町寄井地区
神山サテライトオフィス コンプレックス
ＷＥＥＫ 神山
昼食場所：神山温泉ホテル四季の里
参加費：７，２００円（会員・一般共通）
行程：２０１６年９月１１日（日）
09:00 徳島駅前(阿波観光ホテル前) 集合
09:15 徳島駅前(阿波観光ホテル前) 出発
10:00 神山町寄井地区 到着
11:15 神山サテライトオフィス コンプレックス、 ＷＥＥＫ 神山 到着
12:35 神山温泉ホテル四季の里 到着
↓
昼食、入浴
15:00 神山温泉ホテル四季の里 出発
16:00 徳島駅前 到着
16:30 徳島空港 到着

▼ＪＩＳＴＡ関西オープンフォーラム２０１６
ＪＩＳＴＡ関西オープンフォーラム２０１６ in メビック扇町
ＩＴとデザインで経営に革命を！
～システムとデザインで経営のイノベーションを起こす～
【開催日時】
2016年7月2日(土) 13:00～17:00
【会 場】
クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町
〒530-0025 大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア３Ｆ
【目的】
「ＩＴストラテジスト」の認知度の向上と情報交換の場の提供による経営
への貢献等を目的としております。このため今回は他団体様との交流を
深め、コラボレーションすることにより参加される皆様への貢献と、我々
ＩＴストラテジストの知識向上を目指しております
【プログラム概要】
1. 基調講演1
「システムデザイン経営～マーケティング活用～」
立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科 准教授
湊宣明 様
2. 基調講演2
スターリーワークス
木村幸司 様
3. 分科会 15分×2教室×6コマ
※同会場で基調講演後クリエイター・ＪＩＳＴＡ側で交互に
プレゼン予定
【参加費】
フォーラム：1,000円 全体交流会（懇親会）：2,000円
★オープンフォーラムはＪＩＳＴＡ会員と会員以外の方の交流も目的の
一つにしています。人脈作りにも利用してください。
ＪＩＳＴＡって何？を理解するにも百聞は一見にしかず、この機会に
参加し、ＪＩＳＴＡの良さを見てください。
たくさんの方の参加をお待ちしております。（仲）

★お問合せは こちら … http://www.jista.org/

「新着情報」ページ

是非ご参加ください。絶対損はさせません！
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●支部情報
▼ 四国支部定例会（５月）の紹介 （共催：宿題メール大阪勉強会）
【日時】 ２０１６年５月１４日（土曜日） １３：００～１７：００
【場所】 徳島市 ふれあい健康館 会議室
Ⅰ．宿題メール大阪勉強会（おさべん）企画
(1)おさべん紹介 ～私がおさべんから得たもの～
担当：田中 雅幸 さん （関西支部所属、おさべん幹事）
(2)プレセミナー「ブログを３６５日１日も休まずに書き続けた先にあったもの」
講師：秋田 智紀 様 （Project Office A 代表）
竹中 はつえ さん （関西支部所属、おさべんメンバー）
Ⅱ．ＪＩＳＴＡ四国支部企画
(1)ＪＩＳＴＡ全国大会の準備 企画内容確認と役割分担（担当）について
担当：山本 泰 さん （中国支部所属）
諸葛 隆太郎 さん （中国支部所属 支部長）
(2)ミニプレゼン「自己紹介 ＰＡＲＴ２」
担当：伊祁 惠都嗣 さん （四国支部所属、おさべんメンバー）

発表内容サマリー
◆今回の参加者１１名
◆「私がおさべんから得たもの」 月一の勉強会を約10年間企画し実施記録を残したこと
から様々な傾向を予見が可能に／企画・プレゼンに自信を／人脈形成を実現できた。
◆「ブログを３６５日１日も休まずに書き続けた先にあったもの」 始めたころは想定して
いなかったが、ブログを書き続ける事で、ブログを通した人間関係が構築できた。
◆「ＪＩＳＴＡ全国大会の準備」 徳島ならではの特色ある企画にしたい。
◆「自己紹介 ＰＡＲＴ２」 自称？資格マニア／工学系の資格多数／工業の高校教員
免許を持っている事で、情報の高校教員免許が取得できた。／仲間が増えた。
◆次回開催
（日時） ２０１６年７月９日（土曜日） １３：００～１７：００
（場所） 香川県高松市 サンポートホール高松 ５Ｆ ５１会議室 （中国支部と同時開催）

▼ 各支部のイベント情報 （日付け順 ７月開催分まで）
＜6月11日＞ 関東支部 ＩＴストラテジスト試験勉強会
※予定は変更になる可能性があります。
中部支部 定例会
開催内容詳細や申込み方法は下記でご確認
＜6月15日＞ 関西支部 定例会
ください。
＜6月16日＞ 北海道支部 定例会
http://www.jista.org/ 「今後の予定」ページ
＜6月25日＞ 関東支部 月例会 ／ＩＴストラテジスト試験勉強会
九州支部 定例会
－各支部 Facebook 情報 －
＜7月＞
北海道支部 大人の社会見学
＜7月 2日＞ JISTA関西オープンフォーラム2016 in メビック扇町 ★北海道支部のFBページ（公開）
https://www.facebook.com/jista.hokkaido/
＜7月 9日＞ 中部支部 ＩＴストラテジスト勉強会
★関東支部のFBページ（公開）
中国支部 定例会
https://www.facebook.com/jista.kanto/
四国支部 定例会
★四国支部のFBページ（公開）
＜7月10日＞ 関東支部 ＩＴストラテジスト試験勉強会
＜7月23日＞ 九州支部 特別セミナー 超上流工程の勘所 ～ＢＡＢＯＫの活用方法～ https://www.facebook.com/JistaShikoku/
★九州支部のFBページ（公開）
＜7月24日＞ 関東支部 月例会 ／ＩＴストラテジスト試験勉強会
https://www.facebook.com/JistaQ/
＜9月10日＞ ＪＩＳＴＡ全国大会２０１６ in 徳島
－編集後記－
ＪＩＳＴＡニュースレター編集担当の仲（準会員 総務・広報渉外理事）です。関西オープンフォーラムおよ
びＪＩＳＴＡ全国大会実行委員を兼任させていただき、技術力の向上や交流幅の拡大などの恩恵を受け
ております。是非、イベントへのご参加とＪＩＳＴＡへのご興味をお持ちくださいますようお願い致します。

