
有名な将棋の名人が「感性を研ぎすます秘訣はほかのジャンルの人

と積極的に話し、聞くこと」ということを言われていました。将棋には

スポーツに似たところがあり、スポーツ選手や監督と話しをすると参

考になることがたくさんあるそうです。

また、心理学の先生の話によれば、人間は他人と関わって生きていく

ようにできており、脳はそのためにうってつけの機能が備わっている

そうです。

たとえば、他の人が怪我をしたところを見ると、自分が怪我をしたわ

けでもないのに、不快な感覚に襲われるのは、他の人の感情を察知

する機能が働いているからだそうです。

周りの誰かが何かを始めると影響される。友人や家族の習慣がいつ

のまにかうつってしまった。自分と同じ問題の改善に取り組み始めた

人が周りに出てくる。これらは誰もが経験することではないでしょう

か？

ユーザー会はそんな様々なジャンルの人が集い、話すことで感性が研

ぎすまされ、同じ問題意識を持った人が語り合うことで自然と問題を

解決して行こうとする気持ちが高揚していくような場なのではないか

と感じています。

また、会員相互のコミュニケーションを盛んにして元気を共有すると

ともに互いのもっている力を引き出す場にしていきたいと思いますの

で、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

この度、中国ＮＵＡの委員に選出されました、

株式会社広島県農協情報センターの河村で

ございます。

微力ではございますが、当ユーザー会の会員

の皆様、ならびにユーザー会の発展に少しで

もお役にたてるよう努めてまいりたいと思い

ますので、お願い致します。

平成26年度活動に向けて

中国ＮＵＡ委員長 元 永 裕 治

委員長挨拶及び

平成26年度の事業方針
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明るく、楽しく、
元気に、ためになる
“Ａ・Ｔ・Ｇ・Ｔ”

中国ＮＵＡスローガン

①大切な出会いの場を提供

②地区活動の充実

③絆の継続

平成26年度活動基本方針
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お名前

元永 裕治

古月 克司

谷本 和之

藤川 敏行

竹本 誠司

中島 吉一

岸本 利則

河田 寿志

河村 晃正

山本 均

肥後 裕

池尻 洋美

防長商事株式会社

マツダ株式会社

株式会社日本製鋼所

公益財団法人 

大原記念倉敷中央医療機構

倉敷中央病院

株式会社北川鉄工所

三菱農機株式会社

株式会社あじかん

株式会社アイアットＯＥＣ

株式会社広島県農協情報センター

ＮＥＣ

ＮＥＣ

ＮＥＣ

会 員 名

新委員

挨拶
河 村 晃 正

株式会社 広島県農協情報センター

平成26年度 中国ＮＵＡ・運営執行体制



この研修で学んだことを３つ挙げると、「整理整頓を業務

改善に活用」、「報告はあえて書かせる」、「仕事の見える化」

です。

今回の研修では仕事の整理術に加え、具体的に実行でき

る手法の紹介・演習という形式でした（学んだことを、冒頭

で３つにまとめましたが、３つにまとめることもその１つで

す）。「発言の指名があるかも」という緊張感を持ちつつも、

講師の方の具体的な事例紹介と分かりやすい説明に全員

が聴き入っていました。業務上の課題について説明する演

習では、初めて顔を合わせた参加者同士でしたが、課題を

図に書くことで自然に質問や意見を述べることができました。とても有意義な内容でした。貴重な経

験をさせていただきありがとうございました。また同様の機会がありましたら参加しようと思います。

地区セミナー実施報告
岡山地区 「情報セキュリィティ対策」、「ＲＦＩＤ」
山口地区 「生産現場ソリューション」、「Ｍ２Ｍ／ビッグデータ」

岡山地区 山口地区 福山地区

山陰地区 「Windows XP からの移行」、「ファイルサーバ」
福山地区 「マイナンバー制度と情報セキュリティ」、「ファイルサーバ」
広島地区 （ＮＥＣトレンドセミナー共催）

平 成 2 5 年 度  中 国 N Ｕ A 活 動 レ ビュー
ヒューマンスキルアップ研修

5S・図解化などの手法でモノと情報を整理・整頓することにより
仕事の流れを改善し、仕事にとって大切な時間をつくりだすための
研修を実施いたしました。

業務改善・効率化
～業務プロセスの課題・
問題点の顕在化から、
仕事の効率を向上しよう！～

概要

研修に参加して 内山工業株式会社　野田　崇

ユーザー会視察研修

『ＢＣＰ』をテーマに、岡山県で
ラジオとテレビの両方を有する歴史のある放送局、
山陽放送㈱様を視察いたしました。

概要

山陽放送株式会社様視察研修

研修に参加して 岡山土地倉庫株式会社　林　輝雄

ITスキルアップ研修

Androidプラットフォームの概要説明の後、
PCとAndroidタブレットを利用して、
Androidのアプリケーション
開発体験研修を実施いたしました。

Androidの概要とアプリケーション開発

概要

研修に参加して 株式会社コア　松本　淳

IT研究会

「スマートデバイスを活用した業務課題改善」を研究テーマに、
「BCP」、「WindowsXPからの移行」、「文書管理」を意見交換テーマにして、
半年間の協同研鑽活動を実施いたしました。

異業種交流から“ひらめく”IT新活用研究
～あなたのアイデアで職場を変える～

概要

研究会に参加して
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 
倉敷中央病院　松井　靖浩

研修会では、自己分析により自分を見つめ直し、それに基づいて人との接

し方や仕事の取り組み方を考えました。これにより、悩みの原因となる思

考パターンや、考え方を変えるヒントを得ることができました。これらを

少しずつでも普段の生活に活かしていきたいと思います。また、研修会で

はディスカッションの機会があり、メンバーの方 と々たくさん会話をする

ことができました。各方面で活躍されているメンバーの方々から刺激を受

けることが多く、今後の励みになりました。

レディース研修会（中国・四国・九州ＮＵＡ合同）

自分自身を変えることでまわりを変えよう、
そして、更に自分が好きになり、これからの人生を
今よりワクワクと過ごそうという目的で研修を実施いたしました

輝く女性のためのイキイキセミナー

概要

研修に参加して マツダ株式会社 佐藤 晴美

今回の研究会では「スマートデバイスを活用した業務課題改善」をテーマ

に活動を行いました。合宿を含む5回の討議の中で、他社の事例や新し

いシステム提案が飛び交い非常に勉強になり刺激を受けました。「BCP」

や「XPへの移行」、「文書管理システム」といった今気になっているテーマ

についても各社の現状を踏まえた有意義な意見交換、議論ができまし

た。研究会へ参加した事により、異業種交流の必要性と、業務改善活動

の重要性について認識する良い機会に巡り会えたと思います。

子供の頃から番組を見聞きしている山陽放送（ＲＳＫ）様

の、普段滅多に見ることの出来ない放送設備や制作現場

など、大変貴重な視察をさせて頂きました。

1494KHzのラジオ同一周波数で、県内どこでも受信でき

るのは、全国唯一、ＲＳＫ様のみであると伺いました。こ

の実現には高度な技術が必要で、普段何気なくテレビ、

ラジオにチャンネルを合わせていますが、視聴者の利便

のために、ご苦労されていることをあらためて知り感心い

たしました。1秒の狂いも許容出来ない業種であり、さら

に放送は緊急事時にこそ継続するという理念のもと、シ

ステムを含め設備を２重、３重化して、精度・ＢＣＰ両面

で綿密に対応をされています。その他、限られたスペース

に少人数で業務を行う工夫も拝見し、大変有益な体験となりました。

ＮＥＣユーザー会は、異業種の方と交流が出来、いつも新しい発想・アイデアにつながる場だと感じ

ています。みなさんにもご参加をおすすめしたいと思います。

私は、今回初めてAndroid開発に関する研修に参加させて頂きました。研

修では、開発環境の構築から簡単なアプリの動作まで実際に自分で組む

ことが出来たため、非常に勉強になりました。研修内容は、弊社の社員に

もフィードバックし、より効果的なものとしていこうと考えております。また、

Androidのセキュリティ面に対する対処方法、性能向上に特化した研修な

どがありましたら、今後も積極的に研修に参加させて頂きたいと思います。

親睦交流会ボウリング大会結果報告

中国と四国のＮＵＡ共同で、ＮＵＡ活動の年間集大成とし

て開催いたしました。

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構

　倉敷中央病院　藤川敏行様より、非接触

で操作できる『ジェスチャー認識を用いた入

力システム』の構築事例についてご講演いた

だきました。（本内容で全ＮＵＡユーザー事例

論文の最優秀賞を受賞されました。）

第15回 中国・四国ＮＵＡ
ユーザーシンポジウムin 岡山

中国ＮＵＡ事例発表講演

株式会社 広島県農協情報センター　梶野

貴大 様より、研究成果の中から、『スマート

デバイスの活用を想定した業務課題改善』、

『ＢＣＰ 』をご発表いただきました。

中国ＮＵＡ・ＩＴ研究会 成果発表

特別講演

ユーザー座談会：テーマ／ＢＣＰ

概要

マラソンランナー

山口　衛里　様より

『マラソンで学んだこと』を講演。

岡山地区

福山地区

広島地区

ナイカイ塩業㈱………　

㈱エフピコ……………

㈱広島情報シンフォニー

優勝

優勝

優勝

山口地区

山陰地区

防長商事㈱… 

三菱農機㈱…

優勝

優勝

1070点

998点

1278点

1119点

1078点



今年度も編集委員を担当させていただきます、

株式会社日本製鋼所の谷本です。いつも中国ＮＵＡ会報

誌「トゥゆー」をご愛読頂きましてありがとうございま

す。平成26年度も中国ＮＵＡでは、ＩＴ研究会をはじ

め、セミナー・交流会など様 な々イベントを計画していますの

で、皆様のご参加をお願いいたします。今後も皆様方か

らのご意見、ご感想を頂き、ＮＵＡ活動や会報誌の充実

を図ってまいりたいと考えておりますので、引き続きよろ

しくお願いいたします。

編集だより 編集委員 谷本和之

発  行 2014年5月
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平 成 2 6 年 度

（2014.4.17実施）

特別
講演

NEC
講演

カルビー株式会社

代表取締役会長 兼 CEO

松本　晃　様

総会議事

情報交流会

ダントツをめざし、

成長を続ける強い組織へ

人が生きる、

豊かに生きるための

社会ソリューション

ＮＥＣ 代表取締役

執行役員副社長

兼CSO 兼CIO  

新野 隆

各地区別に、ＩＣＴのテーマを設定して、セミナーを開催いたします。
セミナーの内容を元に座談会を実施し、会員の課題、情報共有を図ります。

◆地区セミナー

ものづくりの課題改善に向けて、製造業の会員様向けに、

業種に特化したテーマでセミナーを実施いたします。

◆ものづくり共創セミナー

ＩＣＴを活用したワークスタイルの変革について、研究活動を行います。
メンバー間の深い交流が行なえ、互いに苦労をしながら
研究成果をまとめ上げた時の達成感は格別なものがあります。

◆ＩＴ研究会

視察テーマを設定して、会員の職場を視察させていただきます。
現場の創意工夫を体感することで、新しいＩＣＴ活用のヒント創出を狙います。
また、会員同士の理解を深めていただくことを狙っています。

◆ユーザー会視察研修

プレゼン、企画、リーダーシップ等各個人の人財力向上を目指し、

専任講師による講義、グループ演習を中心に実施いたします。

◆ヒューマンスキルアップ研修

実践の業務に役立つＩＣＴスキルの向上を目指して、

専任講師による研修を実施いたします。

◆ＩＴスキルアップ研修

女性の方を対象に共通する課題をテーマに、合宿形式で実施いたします。
九州・四国ＮＵＡとの共同開催により、広域での交流を推進いたします。

◆レディース研修

中国、四国共同で、ＮＵＡ活動の年度の集大成として開催いたします。
会員からの事例発表等のほか、著名人の講演も開催いたします。

◆中国・四国ＮＵＡユーザーシンポジウム

会員同士のコミュニケーション促進のきかっけづくりをいたします。

◆親睦交流会＜ボウリング大会＞

■総会
■委員会

4月

◆会報誌5月

◆ユーザー会視察研修（愛媛）
〉ＡＵＮ全〈）媛愛（ムラーォフトンメジネマ●

6月

◆レディース研修（広島）
◆ＩＴ研究会（第一回）
◆地区セミナー（山口）

7月

◆ヒューマンスキルアップ研修（広島）
◆ものづくり共創セミナー（広島）
◆ＩＴ研究会（第二回）

〉ＡＵＮ全〈）部中（ーナミセュシッレフ●

9月

◆ＩＴスキルアップ研修（岡山）
◆ユーザー会視察研修（広島）
◆地区セミナー（山陰）
◆親睦交流会（福山）

10月

◆地区セミナー（岡山）
●Ｃ＆Ｃユーザーフォーラム＆iEXPO（東京）
 〈全ＮＵＡ〉 
■委員会

11月

◆ＩＴ研究（第三回） 12月

◆地区セミナー（広島）
◆親睦交流会（岡山）

1月

◆中国・四国NUAユーザーシンポジウ ム（高松）2月

■委員会3月

8月 ◆親睦交流会（広島）

総 会


