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2020年度中国NUAイベント

中国NUA会報「トゥゆー」

TOYOU

年間を通じて『働き方改革』と『リスク管理』をベースとした活動を実施予定です。
※新型コロナウイルスによる影響により予定を変更する場合がございます。ご了承ください。
４月

ヒューマンスキルアップ研修
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。

ITスキルアップ研修
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。

レディース研修
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。

５月
６月
７月
８月
９月

ユーザー会視察研修
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。

総会【書面総会】
第一回委員会【中止】
ユーザー会企業視察研修【延期】
ヒューマンスキルアップ研修
中国NUA研究会・第一回
広島地区セミナー
ヒューマンスキルアップ研修
レディース研修会（松江）
中国NUA研究会・第二回
企画委員会（中国・四国NUAユーザーシンポジウム）

10月

中国NUA研究会・第三回
ITスキルアップ研修（広島）
ITスキルアップ研修（岡山）
NECユーザーフォーラム ＆ iEXPO（東京）

情報交換会
「中国NUA研究会」
毎回決めた研究テーマ（今年度は「働き方改革」）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。

11月

第二回委員会
中国NUA研究会・第四回
12月

地区セミナー
ICT、業種、製品サービス等のテーマを各地区ごとに選定し、会員の皆
様が身近にご参加いただけるイベントとして開催します。セミナー内容
のもとに情報交換会を実施したり、システム有効活用、課題解決のヒン
トの場を提供したり、外部講師によるセミナーを実施します。

中国・四国NUAユーザーシンポジウム

ユーザー会企業視察研修

2020年度活動に向けて 〜委員長挨拶及び2020年度の活動方針〜

活動スローガン

中国NUA研究会・第五回

excellent NUA

山陰地区セミナー

すばらしいNUA活動

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。

新委員挨拶

企画検討）

他地区NUA合同イベント（

企画検討）

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。

2020年度総会

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。今年度から編集委員を務めさせていただき
ます。新型コロナの影響で大変な思いをされている会員様も多いこ
とと存じます。一日も早く流行が収まることを祈っております。
さて本誌では、ご参加者の皆様方からリアルな感想を頂き、活動内
容をわかりやすくご紹介しております。
今年度はイベントやセミナーの実施が危ぶまれることも想定されます
が、可能な範囲で計画しておりますので、是非、積極的なご参加を
お願い申し上げます。

マツダ株式会社

退任委員挨拶

NUA 活動を通じてexcellent な会を目指す

マツダ株式会社

中国NECユーザー会（中国NUA）

新委員挨拶

田村 雅彦

広島電鉄株式会社

池田 智広

この度、中国ＮＵＡの委員に選任されました、広島電鉄
株式会社の池田でございます。
微力ではございますが、ユーザー会の発展と会員皆様
のお役に立てるよう努めさせていただきますとともに、
様々な業種の方々との交流を深め、私自身もステップアッ
プを図りたいと考えております。
皆様からのご指導ご鞭撻、
どうぞよろしくお願い申し上
げます。

退任委員挨拶

株式会社広島県農協情報センター

瀬川 久司

３年間にわたり、歴史ある中国NUAの委員を互いに協
力し合い、微力ながら務めさせて頂きました。会員の皆様
には、ひとかたならぬご支援を頂き、心から感謝を申し上
げます。
委員として参画できたことを誇らしくも感じており、
ユー
ザー会がいかにして会員の皆様によって支えられているか
を改めて実感することができました。今後は一会員として参
画させていただきますので引続き宜しくお願いいたします。

2020年度中国NUA・運営執行体制

発行／2020年５月

委員

お名前

編集委員／谷本 守男［株式会社北川鉄工所］

委 員 長

藤川

副委員長

細川

会計委員

谷本

会計監事
委

事務局／〒730-0013 広島市中区八丁堀16-11 スタートラム広島
日本電気株式会社 事業推進部内
TEL.082-512-1311 FAX.082-512-1315
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URL: https://jpn.nec.com/nua/chugoku/

細川 大

平成から令和にかけて、
４年間にわたりお世話になりま
した。
特に、昨年、広島での全NUAマネジメントフォーラム開
催にあたっては、中国NUA委員・事務局皆様のご尽力を
いただきましたこと、あらためて感謝申し上げます。中国
NUAの明るく真面目な活動から多くを学びました。
皆様におかれては、
まず健康、益々のご発展をお祈りし
ます。ありがとうございました。

新型コロナウィルスの影響により、集合形式での総会を中止し、WEB による書面総会を実施いたしました。
中国 NEC C&C システムユーザー会」から「中国 NEC ユーザー会」への名称変更、新体制や活動計画等の
ご承認を頂きました。

編集だより

A ……… 活発な・魅力的な・快活な

Active
Attractive
Airy

この度、中国NUAの委員に選任されましたマツダ株式
会社の細川でございます。
これまでのスローガン
（
「明るく」
「楽しく」
「元気に」
）
の言
葉の中に、会員の皆様がこれまで築きあげられたNUAの
素晴らしさ感じ、身の引き締まる思いです。
これまでの社内IT部門の経験を活かし、微力ながらお
役に立ちたいと思います。皆様のご支援、
ご協力をお願い
いたします。

全NUA

藤川 敏行

U ……… 団結した・有益な・比類のない

第三回委員会

中国NUA（

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院

N ……… 斬新な・機転がきく・快適な

A

Unity
Useful
Unique

山口地区セミナー

会員の皆様には、eラーニングでご利用いただける無料のWeb教育サービスをご用意しております。また、専任講師による研修も、
会員様ならお得な費用でご参加頂けます。その他、各イベントを通じて異業種コミュニケーションの場としてご活用ください。

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

U

中国NUA
委員長

活動方針

N

Novel
Nimble
Nice

岡山地区セミナー
３月

通りの活動は難しいケースも想定されます。
このような状況を「変革」のためのチャンスと
とらえ、Web 経由によるセミナーの開催など
新たな活動形態を模索しながら、また、これま
で 50 年以 上にわたって培われてきた伝統を
「継承」しつつ、活動して参ります。
今 年 度 は、新 た に「Excellent NUA」を 掲
げ、会員の皆様にとって素晴らしい活動となる
よう、運営委員・事務局一丸となり、全力を尽
くして参りますので、更なるご支援のほどよろ
しくお願いいたします。

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。
さて、今年度の NUA 活動は、新型コロナウ
イルスが猛威を振るう中での波乱のスタートと
なりました。
総会も書面による開催とさせていただき、講
演会や情報交流会も中止するなど、会員の皆
様には、大変ご迷惑をおかけいたしました。ま
た、今後のイベントにも影響が及び、これまで

中国・四国NUAユーザーシンポジウム（松山）
２月
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会報誌
2020年度マネジメントフォーラム【中止】

No.

員

会員名

敏行 （公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

委員

お名前

会員名

事務局

委

員

宇佐川智也 株式会社ジャネックス

事務局長

北

委

員

藤原

邦行 株式会社日本製鋼所

担

当

池尻

守男 株式会社北川鉄工所

委

員

池田

智広 広島電鉄株式会社

担

当

髙都持美佳 NEC

楠田

教夫 株式会社アイアットOEC

委

員

宮前

聖美 防長商事株式会社

太田

佳子 株式会社山陰放送

委

員

村上

泰啓 三菱ケミカル株式会社

大 マツダ株式会社

泰 久 NEC
洋美 NEC

Review

2019年度中国NUA活動レビュー

中国NUA研究会

ユーザー会企業視察研修

中国NUA研究会に参加して

ユーザー会企業視察研修に参加して

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

私は今回中国 NUA 研究会へ初めて参加

れば幸いです。

研究会参加メンバーの業種や職種、テーマ

こえたメンバーと交流し、討議を通じて１つ

岐にわたっていました。各自の抱える課題を

きました。このような貴重な経験ができたこ

させていただきました。

に対する各企業の持つ課題もさまざまで、多

共有し、討議を重ねることで、成果物として、
企業の業種や規模に関係なく使用できる事
業継続計画を作成することができました。成

果物としての事業継続計画を研究会に参加

できなかった会員の皆様にもご活用いただけ

視察先／キユーピー株式会社 神戸工場

原田 和樹

同じ食品メーカーとして今後の業務に何か

私は、今回初めて研究会に参加し、業種を

生かせるような知見を得られればと思い、今

回、初めてユーザー会企業視察研修に参加さ

の成果物を作り上げるという貴重な体験がで

生産ライン全体を管理する工程管理をしても

様と宮前様、研究会をサポートいただきまし

だと感じました。ただ生産能力をアップする

西日本のマザー工場（大規模工場）という

した研究会メンバーの皆様、運営委員の藤川

化されており、かなり生産性効率が高い工場

た NEC の皆様にこの場をお借りして拝謝申

だけでなく、商品の品質向上の為、センシン

し上げます。ありがとうございました。

グ技術・画像処理など最新鋭の技術を導入す

特別講演

〜世界基準のチームマネジメント〜

岡 優子

が沢山ありましたが、大きな視野で比較分析

だということを再認識することが出来ました。

元ラグビー日本代表・パフォーマンスコンサルタント

ることも教えて頂きました。

２日間で苦手意識も軽減されましたが、一

時の知識に終わらぬようこれからも財務数字

扱う数字については、財務諸表の「額」、額

す。この度は有意義な研修会を開催いただ

を意識して業務に役立てていこうと思いま

氏

3 NEC Smart Connectivityが変える
5G/IoT時代のデータ流通

アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 製造本部 製造管理部
業務プロセス企画グループ IoT推進チーム チームリーダー

NEC デジタルサービスソリューション事業部
事業部長代理

氏

氏

岩瀬 猛

することと、数字から会社の経営方針がわか

は想像できない鋭い視点のご意見も多く聞

きを比較する「時系列」、収益構造を比較す

けた時は、
「飽くなき挑戦をする意識が大切」

今泉 清

〜ネットワーク事故による生産ライン停止を防げ！〜

株式会社ミウラ

との両面比較が必要な「率」、過去からの動

きがいの向上につなげていきたいと説明を受

ラグビーワールドカップに学ぶ強い組織の作り方

1 生産設備IoT化の課題をSDNで解決

ヒューマンスキルアップ研修に参加して

け、大変刺激をうけた研修会でした。

らうことで、改善活動を通して品質向上、働

NUA 活動の年間集大成として「中国 NUA 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。

ヒューマンスキルアップ研修
研修テーマ／財務基礎研修

異常かを判断する仕組みを作り、従業員には

第21回 中国・四国NUAユーザーシンポジウム in 広島

全NUA・ユーザー事例論文（ワークショップ）

とができ、グループワークで出る意見は私で

今後、見えてきたものを IoT、AI など組み

こともあり、大部分の工程が機械により自動

※2019年度より、IT部門にメンバーを限定せずに実施するため、名称を「中国NUA研究会」に変更しました。

から財務諸表の分析方法まで、幅広く学ぶこ

力をされているそうです。

とに感謝申し上げますとともに、活動を共に

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

この度の研修は「数字」に苦手意識がある

ることで、人が見ていたのを見える化する努

合わせ、設備・生産ラインが自動的に正常か

中国NUA研究会成果物

中、参加致しましたが、２日間で簿記の基礎

石本 秀一

せていただきました。

中国NUA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」等を中国NUAホームページ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」

2019年度 準備できていますか？「事業継続計画（BCP）」
平成30年度 スタッフ部門のための「働き方改革」
平成29年度 情報セキュリティポリシー編

オハヨー乳業株式会社

2 タブレットを活用したMESの構築

松田 尚久

4

〜生産現場の業務・意識改革〜

中国NUA
研究会
成果発表

株式会社北川鉄工所
経営管理本部 情報システム室

き誠にありがとうございました。

萩原 申介

準備できていますか？「事業継続計画」
〜災害発生！そのときあわてないために。〜
株式会社山陰放送

三菱ケミカル株式会社
岡山事業所

氏

氏

丸橋 誉和

氏

秋山 一郎

る「同業他社」の財務諸表と分析に使う数字

第20回 中国・四国・九州NUA合同レディース研修会

〜実践！〜 ビジネスマナー＆モチベーションアップ
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

ちに対人関係において損をしていたことに気

勢を学ぶことができました。ビジネスマナー

生活ですぐに実践できるようなことを学んだ

というと、形式ばったものをイメージしがち
ですが、その根底にある「心」の部分から考
えさせられるような講義だったので、初心に

立ち返り、自分自身を見つめなおすきっかけ
となりました。

外見や表情・声のトーンなど自己評価をす

るワークがあり、人の印象は４秒で決まると

いうお話を伺って、今まで知らず知らずのう

▶広島地区

各地区でテーマによる講演やNECセミナーを実施いたしました。
10月実施

▶ 山陰地区

12月実施

▶ 山口地区

２月実施

▶ 岡山地区

２月実施

廣池 怜奈

今回の研修を通して、社会人・人・女性と

して、生きていく上で大切にしていきたい姿

地区セミナー

づきました。アイコンタクトの取り方等日常

ので、積極的に実践していきたいと思いまし
た。

全体を通して女性に特化した内容も多く、

大変参考になりました。

また、様々な年代・勤務地の約 40 名の女

性と交流することができ、楽しく有意義な時
間を過ごさせていただきました。今後も機会
がありましたらぜひ参加したいと思います。

自己表現塾
〜どんどん自己改革

スシローを変えた“働き方改革”
〜「こんなの無理！」
を
「楽しい・やりがい・
充実感」にする３つの秘訣〜

今日からできる！
顧客の心をつかむCS実践講座

〜多様化時代、
誰もが「当事者」となり得ます〜
ハラスメント防止セミナー

資生堂
ビューティーアップコース

５Gにより加速する
デジタルトランスフォーメーション

５Gにより加速する
デジタルトランスフォーメーション

RPAの導入効果を高める上で
直面する３つの壁と進化する
RPA活用の実践事例

