
中国ＮＵＡ委員長　　藤川　敏行

事務局からのお知らせ
年間を通じて『働き方改革』を
ベースとした活動を実施予定です。

編集だより
　読者の皆様、いつもNUA会報誌「トゥゆー」をご愛読いただき、誠にあ
りがとうございます。 
　昨年度に続き、編集委員を務めさせていただきます。 
　中国NUAの活動について、参加いただいた会員皆様のリアルなご感想
とともに、ご理解いただければ幸甚です。 
　中国NUAの新たな50年のスタートにあたり、これからのデジタル時代
の動きもとらえ、今年度も「明るく」「楽しく」「元気に」「ためになる」セミ
ナーや講演会を予定しています。 
　皆様の積極的なご参加をお願いいたします。

編集委員　田村　雅彦

活動スローガン

活動方針
多くの人に参加してもらい

 “Ａ・Ｔ・Ｇ・Ｔ”＋“G”＠５１
明るく、楽しく、元気にそして ためになる

●「明るく」「楽しく」「元気に」活動し、
　仲間の和を広げよう！
●「ためになる」ことを実感
　してもらおう！
●ユーザー会員企業様・
　ＮＥＣがともに「元気になれる」
　活動を目指そう！
●＠５１ 新たな５０年へ向けて
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平成30年度総会 2018.4.16実施

特別講演

NEC講演

株式会社モダン・ボーイズＣＯＯ

田村副委員長 藤川委員長

事務局新体制

謝罪マスター 竹中  功 氏
よい謝罪

～仕事の危機を乗り切るための謝る技術～

ＮＥＣ 代表取締役執行役員副社長 森田 隆之
Orchestrating a brighter world 

～デジタルトランスフォーメーションで共に創る未来～

　日頃は、中国NUA活動にご支援賜りまして誠にありがとうござ
います。
　昨年度に引き続き、委員長を務めます公益財団法人大原記
念倉敷中央医療機構倉敷中央病院の藤川です。
　昨年度は、中国NUA設立50周年を記念いたしまして、例年と
は異なる特別なイベントを企画・開催させていただきました。会
員企業の皆様には、趣旨にご賛同いただき、多数ご参加いただ
くとともに、運営へのご協力を賜りましたことに感謝申し上げます。
　さて、今年度は、新たな50年がスタートする年となります。岡
山県民は、書道で、「うったてが大事」と習います。「うったて」と
は、岡山の方言ですが、標準語では「起筆・始筆」のことです。つ
まり、バランスがとれた美しい字を書くためには、書き始めが大
切という意味です。岡山県では、書道になぞらえて、物事の始ま
りのことを「うったて」といいます。まさに「うったて」となる今年
度の活動が、今後、バランスのとれた有意義な活動なるためにも
大変重要であると思います。
　会員企業の皆様には、ぜひ、様々なイベントへ積極的な参加
をお願いいたします。
　今や中国地区の枠を超え、全国のNUA会員の活動目標となり
つつある、「A（明るく）・T（楽しく）・G（元気に）・T（ためになる）」
活動を通じて、会員企業様・NEC様が、ますます「元気に」なれ
る運営を目指してまいります。更なるご支援のほどよろしくお願
いいたします。

発　　行 ２０１８年５月
編集委員 田村　雅彦 【マツダ株式会社】
事　務　局 〒730-0013 広島市中区八丁堀16-11 スタートラム広島
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 Tel:082-512-1311  Fax:082-512-1315
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中国ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会（中国ＮＵＡ）

平成30年度中国ＮＵＡイベント＜予定＞
★会員の皆様には、無償でご利用いただけるWeb研修サービスをご用意しております。
さらに、通常、数万円の経費のかかる専任講師による集合研修にも、会員様ならで
はのお得な費用でご参加いただけます。
また、各イベントへのご参加により、以下の点も感じていただけると思います。
　　「会員様同志の直接の情報交換から、新たな視点での課題解決のヒント習得」
　　「会員様業務の相互理解、そして、新しく、深い人脈構築」
　　「他の会員様の声を通じて、ＮＥＣの新たな面の発見」
◎今年度も会員皆様のイベントご参加、並びに新しい会員様のご入会をお待ち申し
上げております。

●総会（広島）
●第一回委員会4月

●会報誌5月
■マネジメントフォーラム2018 in京都　
●ヒューマンスキルアップ研修（広島）6月

●ＩＴ研究会・第一回
▲次世代ICT基盤を考える会・第一回（神戸）
●ユーザー会視察研修（ＮＥＣ掛川工場事業所見学）
■iEXPO KANSAI（大阪）

7月

▲レディース研修会（松山）8月
●ＩＴ研究会・第二回
▲次世代ICT基盤を考える会・第二回9月

●ＩＴ研究会・第三回
●地区セミナー（広島）
●親睦交流会（福山）
■フレッシュセミナー
▲次世代ICT基盤を考える会・第三回
▲企画委員会（中国・四国ＮＵＡユーザーシンポジウム）

10月

●ＩＴ研究会・第四回
●ＩＴスキルアップ研修（広島）
●地区セミナー（岡山）
■Ｃ＆Ｃユーザーフォーラム＆iEXPO（東京） 
●第二回委員会
▲次世代ICT基盤を考える会・第四回
●ユーザー会視察研修（ＮＥＣネッツエスアイ）

11月

●地区セミナー（山陰）
●ＩＴ研究会・第五回12月

▲中国・四国ＮＵＡユーザーシンポジウム（高松）
●地区セミナー（山口）
▲次世代ICT基盤を考える会・第五回

2月

●第三回委員会　3月

1月

●：中国ＮＵＡ（●企画検討）
▲：他地区ＮＵＡ合同イベント（▲企画検討）
■：全ＮＵＡ

プレゼンスキル、企画力、リーダーシップ等個々の人財力の向上を目指し、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

女性を対象に共通課題のテーマを選定し、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、広域での交流も推進いたします。

●レディース研修

各社のシステムにおける整備・強化の考え方や実践面での課題について、情報共有の
場を提供します。また、NECから最新事例やテクノロジーを紹介し、「ICT基盤のあるべ
き姿」について意見交換を行います。関西ＮＵＡとの交流により、交流の場を広げます。

●次世代ICT基盤を考える会

ＩＣＴ領域の研究テーマについて参加メンバーで調査・協議を実施し、相互の情報交流
からＩＣＴ活用の新たなアイデアの創出を目指します。また、研究成果物をＮＵＡ会員の
皆様へ還元しご活用いただくことも目指します。

●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、ＩＣＴ活用の新たなヒントの創出を狙います。
また、会員同士の理解を深め交流促進も目指します。

●ユーザー会視察研修

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たり、会員の課題、情報共有を図ります。

●地区セミナー

ユーザー事例発表、著名人の特別講演等、年間のＮＵＡ活動の集大成として開催いたします。
中国、四国の両ＮＵＡ会員の相互研鑽・交流の場を提供いたします。

●中国・四国ＮＵＡユーザーシンポジウム

会員相互の親睦のため、ボウリング大会を実施いたします。
●親睦交流会

実践業務に役立つＩＣＴスキルの習得、向上のためにマシン実習等を実施いたします。
●ＩＴスキルアップ研修

平成３０年度活動に向けて
～委員長挨拶及び平成３０年度の活動方針～

新委員挨拶
株式会社 山陰放送 太田　佳子

■Web教育サービス（※NUA会員は無償で受講できるeラーニング）
　通年でご利用いただけます。
ICTスキル：情報セキュリティやIoTの入門コースなど
ビジネススキル：MS Officeやストレスマネジメントなど

　この度中国NUAの委員に選任されまし
た株式会社山陰放送の太田です。
「明るく、楽しく、元気に、そしてためにな
る」というスローガンにワクワクしています。
　異業種交流で新たな価値観に触れるの

を楽しみに、会員社皆様のご発展、交流の活性化にお役にたてるよ
う、努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

平成30年度中国ＮＵＡ・運営執行体制



第19回 中国・四国NUA
ユーザーシンポジウムin 岡山

●概要：NUA活動の年間集大成として「中国NUA・IT研究会成果発表」、
「ユーザー事例発表（ワークショップ）」、「特別講演」等を実施いたしました。

地区セミナー
～各地区で、テーマによる「講演」や「座談会」を実施いたしました。～

岡山地区

平成29年度中国ＮＵＡ活動レビュー

「お笑い芸人に学ぶ！管理職として、絶対に必要なコミュニケーション術」
「「働き方改革」の社会的背景とNECの取り組み」11月実施

山 陰

「働き方改革で変わる～これからの労働環境、労働施策～」
「「働き方改革」に対するNECの取組み」2月実施

岡 山

「仕事の渋滞スッキリ解消！仕事がはかどり職場の風通しが良くなる仕事術」
「ブロックチェーンの利活用
　～ブロックチェーンの仕組みと様々な業種への適用アイデア～」

2月実施
山 口

I T 研 究 会

IT研究会に参加して
株式会社北川鉄工所　山口　智之

山陰地区 山口地区

　今回のIT研究会では「セキュリティ対策の改善・向上を目指そう！」のテーマのもと、8社9名で活
動しました。
　今回から、午前中はNEC主催の公開セミナー、午後から討議スタイルで開催されました。公開セ
ミナーでは、セキュリティに対する最新動向や被害事例等の情報を頂き、社内で行っているセキュリ
ティ研修の資料へ反映させていただきました。
討議では、各社のセキュリティへの取り組み、導入機器やツール等の情報交換、又、討議以外でも
弊社が導入検討を行っているツールの情報
等、実運用をされている情報を頂き大変参考
になりました。
　弊社では、セキュリティーポリシーの見直し
を課題としておりましたので、完成した中国
NUA版を参考とし、IT研究会の成果を社内に
反映出来るものと考えております。
　メンバーの皆様、NEC関係者の皆様、大変
有意義な時間を過ごさせていただき、ありが
とうございました。

ヒューマンスキルアップ研 修

財務分析（初級）に参加して
～情報システム部門として財務諸表とどう向き合う？～

西川ゴム工業株式会社　長尾　和信

　「情報システム部門として財務諸表とどう向き合う？」というテーマで、今の自分にマッチした研修
でしたので、今回初めて参加させて頂きました。
　「財務分析」は今まで関わったことがなく難しい印象があり、どこをどう見れば良いのかもわから
ない初心者でしたが、業種の異なる財務諸表の分析を問題形式で説明されたり、要所要所でのポ
イントを抑えた財務諸表の見方、初心者レベルでは注視しなくても良い部分など、勘所を押さえた
非常にわかりやすい講義でした。
　課題実習時にはファシリテーターの指摘が良いスパイスになり、グループディスカッションも大変
盛り上がりました。
　研修後には全く見る事ができなかった自社
の財務諸表を手に取り、まだまだ未熟ではあ
りますが理解できる部分ができたのは、研修
で得た成果でした。
　今後の業務で「財務諸表」と向き合う機会
があるかは未知数ですが、研修内容を思い出
しながら、より一層理解を深め身につけてい
きたいと思います。

I T スキルアップ研 修

ＩＴスキルアップ研修に参加して
～インターネットセキュリティ～
株式会社TSSソフトウェア　第二システム開発部　中原　なつみ

　不正アクセスや情報漏えいといった情報セキュリティの脅威や対策について学ぶため、今回の勉
強会に参加させていただきました。
　研修では、ポートスキャンやパスワードの盗聴など、実機を使った攻撃者目線での演習がとても新
鮮で勉強になりました。また、セキュリティに対する意識を日常的に持つことで、セキュリティ事故を
防ぐことができることを改めて感じました。そして、いままではセキュリティ事故を未然に防ぐ対策に
のみ注目していましたが、万が一セキュリティ
事故が起きたときのために、漏洩情報（リスク）
を最小減に抑えることも大切だと感じました。
　今回の研修を通して、私個人がセキュリ
ティに対する意識をより強く持つことができ
たので、今回の研修に参加していない社員に
も共有することが大切だと感じました。
　この意識を保ち続ける為に、今後も積極的
に研修や勉強会に参加したいと思います。

第17 回 中 国・四 国・九 州 N U A 合 同レ ディース研 修 会

しなやかな人間関係を築くコミュニケーショントレーニングに参加して
～アンガーマネジメント×「男性脳」「女性脳」～

三菱ケミカル株式会社　林　三鈴

　怒りとは二次感情であって、まずは悲しい、不安、空腹といったネガティブな一次感情がコップに
たまり限界になって溢れたときに人は怒ってしまうという話が目から鱗でした。すなわち、たまったネ
ガティブな要素をこまめに解消するか、コップそのものを大きくする工夫をすればよいとのことで、価
値観の違いを上手に受容出来るような怒りのコントロール方法が学べました。
　また、女性脳・男性脳の違いを理解出来たことで、今後は伝え方を工夫することで、これまでのよ
うに「共感してもらえない」「察してくれない」とストレス
を感じることが少なくなりそうです。
　研修はグループワークを中心に進み、人によって怒る
ポイントも大小も様々だということが分かり、自分の器
の大きさや気がつかなかった価値観を今後は意識しな
がらコミュニケーションをしていきたいと思いました。
　普段男性の多い職場なので、40人以上の女性が集ま
り意見交換出来たことが非常にうれしかったです。
　機会があれば毎年参加したいと思いました。

ユーザー会 企 業 視 察 研 修

ユーザー会視察研修に参加して
（ダイキン工業株式会社様、株式会社島津製作所様）

リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社　山野　健作

　現在、弊社ではAI・IoTの活用をテーマにプロジェクト活動を進めていることもあり、今回、初めて
ユーザー会企業視察研修に参加させていただきました。ダイキン様では、工場見学を通じてこれま
での取り組みを、講演では今後の計画を説明いただき、今後の活動の参考とすべき点を多く見つけ
られました。
　島津製作所様では、創業記念資料館にてさまざまな「発明」に触れ、ものづくりの原点を学ぶこと
ができました。工場見学においては若い社員
の方々への教育がしっかりされている上、全
社員がものづくりに真摯に向き合っていると
いうのが非常に印象的でした。
　今回の視察結果をふまえ、AI・IoT技術の
活用ならびにＮＥＣ様のご支援をいただきな
がら、生産革新を加速させ、皆様にご紹介で
きるようなスマートファクトリーを実現させた
いと思います。

IT研究会では、会員の皆様に成果を還元できるよう成果物の
「ガイドライン」等をホームページ「NUA WORLD」に掲載しましたので、
ご活用いただければ幸いです。
https://jpn.nec.com/nua/chugoku/
　→「中国ＮＵＡからのお知らせ」
中国NUA・IT研究会成果物
・平成29年度～情報セキュリティポリシー編～ 
・平成28年度～ペーパーレス化はどこまで出来ていますか？～ 
・平成27年度～時間を資産として有効に活用しよう～ 
・平成26年度～紙文書、電子文書の整理・管理について～

■全NUA・ユーザー事例論文（ワークショップ）

株式会社デンソー
エアコン製造1部製造技術室生産システム開発課　　伊奈　博則 氏

「モノづくりを支える生産情報の仕組みづくり
～トヨタ生産方式のITによる“深化”～」

国際ジャーナリスト・パーソナリティ
モーリー・ロバートソン 氏

「モーリーが語る足で稼いだ国際情勢」

■中国NUA・IT研究会 成果発表

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院 　宗川　雅幸 氏

「セキュリティ対策の改善・
　　　　　　　　向上をめざそう！
～費用をかけずに出来ること～」

サンデンシステムエンジニアリング株式会社
製造システム部生産システムグループ　　関　優一 氏

株式会社JR西日本ITソリューションズ
運用サービス本部システム運用部　　大内　義成 氏

「理想の運用とは～運用部門にも働き方改革を～」

NEC　AIアナリティクス事業開発本部　本橋　洋介 氏
「AIと働く～最先端AIが変える仕事の未来～ 」

株式会社広島県農協情報センター
システム運用指導部　北野　貴大 氏
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