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①著名人の講演会（総会、ビジネストレンドセミナー）

◆総会

◆ビジネストレンドセミナー（長谷川、森、佐伯、小川、小田島委員）

回 開催日 満足度 講演テーマ・講師 参加者数

書面による審議

回 開催日 満足度 講演テーマ・講師 参加者数

1
2020/8/28

オンライン

特別講演

85％

NEC講演

65％

「New Normal”に向かって踏み出そう！」

特別講演：「次世代のために、今できること」
元大阪府知事・元大阪市長 橋下 徹 氏

NEC講演：「生体認証 × New Normal」
～ カギは安心と利便性。生体認証の活用による

新たな世界への挑戦 ～
NEC IMC本部

シニアマネージャー 小糸 達也 氏

402名

2
2020/10/29
全NUA共催
オンライン

特別講演

94％

NEC講演

64％

新しい「おもてなし」のカタチ

特別講演：「with/afterコロナの観光業の戦い方」

星野リゾート代表 星野佳路 氏

NEC講演：「New Normal時代の観光に必要な「おもてなし」とは」

NEC クロスインダストリー事業開発本部

393名

3
2021/2/19

オンライン

挑戦し続ける情熱

特別講演「宇宙にかける情熱」

実業家 堀江貴文 氏

NEC講演「Hayabusa2 Returns ～「はやぶさ2」が還ってきた～」

元NEC航空宇宙システム 小笠原雅弘 氏
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◆管理者セミナー（澤木、金森、森委員）

③スキルアップ研修コース
（管理者セミナー、人材開発セミナー、女性セミナー、ITマネジメント講座、ICT教育コース）

回 開催日 満足度 講演テーマ・講師 参加者数

1
2021/1/27

オンライン

基調講演：「スペシャル対談：ブレない価値観」

劇作家、脚本家、演出家、映画監督 三谷 幸喜 氏

エグゼクティブスキルアップセミナー：

「オンライン時代の雑談力」

～雑談がモノも生み出していたことを忘れてはならない～

元吉本興業取締役、現ワタナベエンターテイメント顧問 竹中 功 氏

◆人材開発セミナー（竹内、土屋、柴田委員）
回 開催日 満足度 講演テーマ・講師 参加者数

1
2020/6/9
オンライン

86%

「仕事のミスがなくなる頭の使い方

～脳の仕組みを理解することで、仕事のミスをなくし、

生産性を向上させる～」

株式会社オイコス メンター 宇都出 雅巳 氏

51名

2
2020/7/28

オンライン
68％

【緊急開催】 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の働き方研修
～「主体者」 と「新たなゼネラリスト」の育成～

株式会社インソース 西尾 啓伸 氏

56名

3
2020/9/10

オンライン
75％

【緊急開催】

在宅勤務に求められる「成果」の出し方・見せ方研修

株式会社インソース 西尾 啓伸 氏

53名

4
2020/12/10

オンライン
100％

受信と発信を磨き、他者を巻き込む「伝わるコミュニケーション」

株式会社プラネットファイブ代表取締役
コンテンツプロデューサー/人材コンサルタント 田中 和彦 氏

43名

5
2021/3/15

オンライン

アンコンシャス・バイアス研修

株式会社プラネットファイブ代表取締役
コンテンツプロデューサー／人材コンサルタント 田中 和彦 氏
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◆女性セミナー（辻、辻田委員）

回 開催日
満足
度

講演テーマ・講師 参加者数

2020/12/11

講演1
71％
講演2
81％

＜講演会＞

講演Ⅰ：「技術は真似できても、育てた社員は真似できない」

ホッピービバレッジ株式会社 石渡 美奈 氏

講演Ⅱ：「AYA流 素敵に生きる、輝く秘訣」

Fitnessモデル CrossFitトレーナー AYAさん

296名

2021/2/26

＜オンライン研修＞

テーマ：「withコロナ時代に求められる女性のキャリア＆

セルフマネジメント研修」

講師 ：アチーブメント株式会社 トレーナー 梅澤 由起 氏

③スキルアップ研修コース
（管理者セミナー、人材開発セミナー、女性セミナー、ITマネジメント講座、ICT教育コース）
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◆ICT教育コース（澤木、辻田、小田島委員）

回 開催日 満足度 プログラム 参加者数

1
2020/6/18

オンライン
80%

イチから学ぶ「システム運用管理(基礎) 1日コース」

50名

第1章 システム運用管理とは

第2章 オペレーション管理

第3章 障害管理

第4章 資源管理

第5章 サービスレベル管理

2
2019/9/15

オンライン
90％

「要求と要件の違いを知る研修」

47名
第1章 要件定義の概要

第2章 要求獲得

第3章 要求分析

第4章 要件定義

3
2020/11/19

オンライン
92％

AI入門

41名

１．AIの基礎知識

２．AIの歴史

３．機械学習とディープラーニング

４．AIの活用事例

５．AIの業務活用方法

６．AIのこれからと留意事項

4
2021/1/21

オンライン
92％

サイバーセキュリティ研修

50名
１．最近の動向

２．標的型攻撃とその対策

３．インシデントハンドリング

４．インシデントレスポンス演習

5
2021/2/17

オンライン

PMBOKに学ぶプロジェクトマネジメント

1.オリエンテーション

2.PMBOK(R)ガイドの外観

3.PMBOK(R)ガイド概説＜1＞

4.プロジェクト・ケース

5.PMBOK(R)ガイド概説＜2＞

6.PMBOK(R)ガイド概説＜3＞

7.PMBOK(R)ガイド概説＜4＞

8.PMBOK(R)ガイド概説＜5＞

③スキルアップ研修コース
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◆マネジメント研修会（澤木、清水、上野委員）

④情報交換会
（マネジメント研修会、次世代ICT基盤を考える会、中堅企業IC利活用研究会）

回 開催日 満足度 テーマ 参加者数

1 2020/9/2

・オリエンテーション
・NECからの課題提供「オンラインファシリテーションの心得」

NECプラットフォームソリューション事業部
マネージャー 西山勇太 氏

・年間スケジュール決定

14名

2 2020/10/9
テーマ：Under COVID-19におけるICT部門の対応
話題提供予定：大日本印刷、スミセイ情報システム

3 2020/11/5
テーマ：ビジネスとしての最新技術活用
話題提供予定：味の素冷凍食品、コニカミノルタ

4 2020/12/9

テーマ：人材育成
話題提供予定：スターツコーポレーション、

住友重機械ビジネスアソシエイツ、
西武ホールディングス

5 2021/1/15
テーマ：ソフトウェア開発の効率化
話題提供予定：NHKテクノロジーズ、ブリヂストンソフトウェア

6 2021/2/10
テーマ：ICT部門としてのあるべき姿の検討
話題提供予定：京王ITソリューションズ、トウ・ソリューションズ
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◆次世代ICT基盤を考える会（田中、石井、坂本委員）

④情報交換会
（マネジメント研修会、次世代ICT基盤を考える会、中堅企業ICT利活用研究会）

回 開催日 満足度 テーマ 参加者数

1 2020/9/24

・オリエンテーション、自己紹介
・NECからの課題提供「オンラインファシリテーションの心得」

NECプラットフォームソリューション事業部
マネージャー 西山 勇太 氏

・年間スケジュール決定

13名

2 2020/10/30
テーマ：セキュリティ
話題提供：木徳神糧、住友重機械工業、牧野フライス製作所

3 2020/11/26
テーマ：ICTリソース効率運用
話題提供：アンリツ、森永乳業

4 2020/12/17
テーマ：事業継続を前提としたICTと働き方改革
話題提供：亀田製菓、スターツコーポレーション

5 2021/1/14
テーマ：人材リソースの効率活用
話題提供：大日本明治製糖、リコーITソリューションズ

6 2021/2/5
テーマ：次世代ICT基盤を支える新しい技術の活用
話題提供：アルプスアルパイン、住友林業情報システム
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◆中堅企業ICT利活用研究会（仙波、濱口委員）

④情報交換会
（マネジメント研修会、次世代ICT基盤を考える会、中堅企業ICT利活用研究会）

回 開催日 満足度 参加者数

1 2020/9/16

・オリエンテーション、自己紹介
・NECからの課題提供「オンラインファシリテーションの心得」

NECプラットフォームソリューション事業部
マネージャー 西山 勇太 氏

・年間スケジュール決定

12名

2 2020/10/16
テーマ ：リスク管理(BCP)とセキュリティ、リモートワーク
話題提供：味の素冷凍食品

3 2020/11/17
テーマ ：業務改革の進め方とICT部門の関わり方
話題提供：木徳神糧、プラス

4 2020/12/16
テーマ ：クラウド活用
話題提供：コープ情報システム、CCNグループ

5 2021/1/22
テーマ ：人材育成
話題提供：エムシー・ファーティコム、千住金属工業

6 2021/2/18

テーマ ：ICT部門のあるべき姿について
話題提供：ニッペコ
テーマ ：リスク管理(BCP)とセキュリティ、リモートワーク
話題提供：メディカル情報サービス


