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平成 29 年度 IT 産業ビジネス展開支援事業

鹿児島県からの業務委託を受け、県内の IT 関連企業の技術者を対象に、昨今重視されている情報セキュリティを意識したネッ
トワーク環境の構築や品質管理が出来る技術者の育成を支援する実践的な講座を開催しました。

企業数 13 社延べ 30 名の方に受講していただきました。
実施期間　平成 29 年 10 月 ~ 平成 30 年 2 月

⑴ 実践講座
  　対象： 体系的なセキュリティ技術を習得し、システム構築を目指す一般的なIT、ネット

ワーク等の基礎知識（セキュリティの用語程度）を有する技術者。
  　回数：5 回
  　内容：セキュリティを意識したネットワーク環境構築実践講座
  　　　　 最新の情報セキュリティ事情を理解・把握した上でクラウドサービスを含むネット

ワーク環境の構築を実施することができる技術・ノウハウを習得する。
  　　　　・情報システムの脆弱性を理解する。　　　
  　　　　・セキュリティ技術の基礎を説明できる。　
  　　　　・不正アクセスへの対策を身につける。
  　　　　・インターネットサーバのセキュリティ技法を身につける。

 ⑵ マネジメント講座
  　対象： 県内の IT 関連企業に従事し、プロジェクトメンバーの方やプロジェクトマネージャ

を目指す技術者。
  　回数：4 回
  　内容：プロジェクトマネジメント講座
  　　　　 ワークショップ（グループディスカッション等）を通して、プロジェクトの基本と

技法を体験し、プロジェクト管理・運営技術を習得する。
  　　　　・プロジェクト活動の流れを理解する。
  　　　　・プロジェクト活動に必要な仕事の進め方とノウハウを理解する。
  　　　　・プロジェクト活動に必要なチームワークを身につける。
  　　　　・プロジェクト活動に必要な、リーダーシップ・フォロワーシップを身につける。
  　　　　・顧客視点の重要性を理解し、考え方を身につける。

平成 29 年 11 月 11 日（土）、12 日（日）開催の鹿児島県職業能力開発協会主催の「鹿児
島県技能まつり」に KISA が初めて参加しました。

会場はかごしま県民交流センターで開催され、KISA ブースには以下を設置しました。

1. ものづくり体験教室
 　製品名 :「紙バトラー」の体験
 　　　　　 モンスターの絵を書いてもらい、紙に描いたモンスターが PC の画面上で戦う

というもので、何回も挑戦する子供が多く大変好評でした。
 　製品名 :「紙アクア」の体験
　　　　 　 絵に描いた魚が、PC の画面上で泳ぐというもので、小さなお子様を中心に書

いた絵が泳いでいる姿に感激していた様子でした。

2. 製作実演教室
 　製作実演 :「ラズベリーパイをコントロール !!」
　　　　　 　 ラズベリーパイという超小型 PC を活用し、電子工作を実施していただくブ

ースを設置しました。親子連れのお客様を中心に、プログラムの実装体験を
していただきました。

2 日間で 160 名を超える来場者を迎え、すべての教室で大変好評でした。

平成２９年技能まつり参加報告

【開催目的】
県政の各分野にまたがる予算のうち、情報通信・広報・メディアに関わる部分について、県内

の業界育成についてどのような観点から発注業務をおこなっているかの考え方を調査するもの

【調査対象部署】
今年は会員からの質問・要望に対して回答の依頼課を選定
　情報政策課、管財課、県警本部会計課　　国体・全国障害者スポーツ大会局総務企画課

【質問・要望】
① 光回線の整備状況について ② 国体の準備状況及び ICT 関連案件について
③ 各部署でのシステム導入においての最適化について ④ 入札結果の公開について
⑤ 入札での最低制限価格の設定について ⑥ ジョイント方式での入札について
⑦ 電子入札システムの活用について

日　時：平成29年11月20日（月）
　　　　13:30~15:00
場　所：県議会棟会議室
参加議員：藤崎 剛、酒匂 卓郎  各県議会議員
参加団体：KISA吉満会長 他会員7名参加

「平成29年度県情報通信広報
　　　メディア調査研究会」へ参加

日　時：平成30年2月9日（金）
　　　　14:00~16:00
場　所：県文化センター第6会議室
講　師：Code for Japan　柴田 重臣 様
参加者：30名

地域課題解決に向けた
「ITビジネス創造セミナー」開催報告

想像力を豊かにしてアイデアを生み出すには何が大事か、それが地域課題解
決に向けてどう役に立つか、そしてどうビジネスに結び付けられるかという概
要の IT ビジネス創造セミナーを開催しました。

セミナーでは、オープンデータ、ビッグデータと AI、シビックテック、第四
次産業革命、IoT と 5G、スマートシティとまちづくり、デザインシンキング、
ワークスタイル、UDC をキーワードとして事例を交えてわかりやすく紹介し
て頂きました。またセミナー中の質問について、Slido（スライド）というツー
ルを利用しオンラインにて受付し回答がありました。

日　時：第1回  平成29年10月13日（金）13:30〜19:30
　　　　第2回  平成29年10月14日（土） 9:00〜12:30
　　　　第3回  平成29年10月26日（木）13:30〜17:30
　　　　第4回  平成29年11月17日（金）13:30〜17:30
　　　　第5回  平成29年12月 8日（金）13:30〜17:30
　　　　第6回  平成30年 1月12日（金）13:30〜17:30
場　所：第1・2回  アクアガーデンホテル福丸　2階会議室
　　　　第3〜6回  ソフトプラザかごしま　2階展示会議室
講　師：独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
　　　　遠藤 修 様
　　　　熊本ソフトウェア株式会社
　　　　長谷川 薫 様
参加企業：株式会社ARS
　　　　　株式会社ソフト流通センター
　　　　　南国システムサービス株式会社
　　　　　株式会社南日本情報処理センター

平成29年度
　　 iCDワークショップ開催報告

平成 29 年 10 月から、全 6 回開催にて鹿児島における iCD ワークショップ
を開催しました。ここで iCD とは何か、という点について、簡単に記載致します。

iCD とは、概ね以下のようなものです。
　 「企業が着実に成長していくために求められるタスク（業務）とスキル（能

力）を体系的にまとめたもので、基本形の辞書をベースに、自社版の辞書
を作成する事でより大きな効果が得られる」

WS 開催期間中は、自社の経営要求をブレークダウンした上で、それぞれ自
社に必要なタスク（業務）の一覧を作成しました。社内での持ち帰り作業等も
あり、各社ともに社内調整含め苦労されたのではないかと思います。自社業務
がタスクという形の一覧で表せたことにより、「誰が何をできて、何ができない
か、今後何を実施すべきか」が明確になったのではないかと思います。

今後は各社で WS で教えていただいたことを踏まえ、各社で実際に運用し人材育成、人事評価に役立てていかれる事になり
ます。今回のレポートが、鹿児島における iCDWS 第 2 期生のご活動の一助になりましたら幸いです。
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「KISA親睦ゴルフコンペ」開催

新入社員として入社後半年間が経過した方々を対象に、初回研修で学習した「仕事への取り組み」
「ビジネスマナー」「コミュニケーション」等の内容の再確認を行い、更なるスキルアップとして、
「プロ意識」を持って仕事に取り組むことの必要性や、「聞く力」「話す力」「プレゼンテーション」
など、グループワークを取り入れながら学んで頂きました。

参加者 24 名　4 名 1 チームでのディスカッションやロールプレイの場では、職場を越えての
「同期生」という繋がりで、皆、積極的なコミュニケーションを取り
ながら参加して頂き、「県内の他社の同世代の方々と接し、一緒に研
修を受ける機会は良い刺激となった」という感想や「苦手だと思って
いたプレゼンテーションが研修内容に含まれていて良かった。もっと
コミュニケーションについて学びたいです。」という要望から、参加
者の意識の高さを感じました。

日　時：平成29年10月18日（水）
　　　　10:00~17:00
場　所：ソフトプラザかごしま2階展示会議室 
講　師：株式会社エム・エム・シー
参加者：24名

平成29年度KISA会員向け
新入社員フォローアップ研修開催報告

日　時：平成29年11月15日（水）
　　　　16:00〜18:00
場　所：ソフトプラザかごしま2階展示会議室
講　師：りぞるば　菊永 太志 様
参加者：20名

「AI入門セミナー」の開催

近年、AI というキーワードがニュースやトレンドとなり、スマートフォンを初めとするあらゆ
るデバイスで AI を利用するシーンが増えてきています。鹿児島の IT 企業も興味を持っている方々
が大変多く、熱心に聞き入っておられました。

AI 入門編ということで、マシーン・ラーニング（機械学習）についてのご説明やディープラー
ニング（深層学習）について、またアルゴリズム開発や機械学習モデルの詳細は割愛されており
ましたが、どのような開発が必要であるという点と、一方で AutoML のような誰もが AI に触れ
るチャンスがあることも解説して頂きました。

質疑応答にもあったように、これらのキーワードを元に「取り敢えず始めてみる、触れてみる」
というのは、いかがでしょうか。

日　時：平成30年1月24日（水）
　　　　15:00~17:00
場　所：ソフトプラザかごしま2階展示会議室
講　師：第1部
　　　　　株式会社スワン
　　　　　原 竜一 様
　　　　第2部
　　　　　独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
　　　　　下田 忠義 様
参加者：18名

IT人材育成・
IoTビジネスセミナー開催報告

第 1 部．『クリーニング業における攻めの IT 経営（IoT 実践事例）』
第 2 部．『IT 人材白書 2017　デジタル大変革時代、本番へ』

第 1 部は、クリーニング需要激減の中、クリーニング店特有のメリッ
トを生かし売上倍増を実現した、現場視点の攻めの IT 経営を赤裸々
に講演されました。

現場主導の店舗・工場・営業を一貫したシステムを構築し、複数の
ベンダーと良好な関係を築いたIoT実践事例が大変参考になりました。
IoT の他、SNS による個人発信の活用、CRM の管理による経費の節
減、RFM 分析により 2:8 の法則の活用等、色々と学ばせて頂きました。
参加者の多くが、貴重な実践事例が大変参考になり、もう少しお時間
を頂いてお話をお聞きしたい様子でした。

第 2 部は、IT 人材動向の調査を踏まえ、IoT、ビッグデータ、人工
知能等の進展に関連したデジタルトランスフォーメーション時代の IT 人材や日本と米国における
情報処理・通信に携わる人材の動向についての講演となりました。

また、IT 人材不足の現状と背景等、多様な調査結果についても大変参考になりました。こちら
の参加者の多くも、時間が短かったようで、もう少し詳細なことまでお話をお聞きしたい様子でした。

今後もこのようなお言葉が頂けるような充実したセミナーを増やしていきたいです。

日　時：平成29年11月4日（土）
　　　　9:27〜
場　所：鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部
参加者：24社　41名参加

総務企画委員会では今年も会員相互の親睦を目的として親睦ゴルフコン
ペを 11 月 4 日（土）に鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部にて開催しました。

今年度についても若手参加のチーム戦形式を取入れ、OUT/IN の 6 組
/5 組で別れて 1 組目から順次スタートする形式としました。

今年は台風接近で一度延期とさせていただきました。当日は晴天になり大変気持ちよくプレーできました。シングルプレー
ヤー、初心者を交えた中で、和気あいあいとプレーを楽しんでおりました。

表彰式では、会員同士でプレー中の出来事やスコアの話題で盛り上がり、会員同士の親睦がより一層深まったのではないで
しょうか。また結果は個人戦ではエム・ディ・エスの前田良邦様が優勝し、チーム戦ではチームさつまファン倶楽部様が昨年
に引き続き 2 連覇し華々しい結果で今年度の親睦ゴルフコンペは幕を閉じました。

総務企画委員会では、引き続き来年度もゴルフコンペを計画したいと考えています。今後とも会員皆様のご協力とご参加を
お待ちしております。

個 人 優 勝：前田 良邦 様（エム・ディ・エス）
準　優　勝：渕田 孝康 様（鹿児島インファーメーション）
チーム優勝：さつまファン倶楽部（山下 謙一郎 様、鶴田 直樹 様）
チーム準優勝：富士ゼロックス鹿児島（金子 努 様、今富 学 様）

第66回おはら祭り
　　 「夜祭り」参加報告

平成 29 年度は、地域社会貢献と会員間の親睦を図る目的として
第 66 回おはら祭り 11 月 2 日初日の「夜まつり」に総勢 63 名参
加いたしました。

開催準備として半被の準備を各会員企業が半被デザイン構成し作
りました。KISA の統一感を出すためにタスキも作り着用、踊りの
練習は講師の先生をお招きし 2 回開催し全員完璧に覚えることも
できました。

総踊り開始場所は朝日通り（リッチモンドホテル付近）からスター
トし 6 列隊で最後まで全員で踊りきることができました。

参加企業様一覧

会社名
参加人数

計
男性 女性

㈱現場サポート 5 3 8

㈱日本システムデザイン 4 3 7

ユニバーサルソフト株式会社 8 1 9

株式会社 ARS 3 2 5

SCSK ニアショアシステムズ株式会社 10 6 16

株式会社ソフトウェア開発技術 5 0 5

東京コンピュータシステム㈱ 3 0 3

リコージャパン㈱ 4 0 4

南国システムサービス株式会社 5 1 6

47 16 63

協賛金企業様一覧
株式会社 ARS 様
南国システムサービス株式会社 様
株式会社南日本情報処理センター 様
ユニバーサルソフト株式会社 様
株式会社富士通鹿児島インフォネット 様
株式会社スマートエンジニアリング 様
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【正会員】54 社

【賛助会員】12 社

［計 66 社 ※2018/1/1現在］

一般社団法人鹿児島県情報サービス産業協会会員名簿  

企業・団体名 代表者名 〒 所　　　在　　　地 電話番号 FAX 番号

1 KBCC 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 理事長 川越　宏樹 892ｰ0842 鹿児島市東千石町 19-32 099ｰ223ｰ8400 099ｰ223ｰ6139

2 KCS 鹿児島情報専門学校 校長 瀬筒　洋一 890ｰ0065 鹿児島市郡元 1-9-5 099ｰ258ｰ0121 099ｰ253ｰ1571

3 ㈱ドコモ CS 九州　鹿児島支店 支店長 河村　学 892ｰ0846 鹿児島市加治屋町 18-5 ドコモ九州鹿児島ビル 2F 099ｰ805ｰ7531 099ｰ805ｰ7533

4 特定非営利活動法人　鹿児島インファーメーション 理事長 森　邦彦 890ｰ0053 鹿児島市中央町 23-21 アエールタワー 2F　㈱フォーエバー内 099ｰ821ｰ7800 099ｰ250ｰ2333

5 鹿児島キャリアデザイン専門学校 校長 東　祐二 891ｰ0141 鹿児島市谷山中央 2 丁目 4173 099ｰ267ｰ2411 099ｰ260ｰ1681

6 公益財団法人かごしま産業支援センター 理事長 六反　省一 892ｰ0821 鹿児島市名山町 9-1　産業会館 2F 099ｰ219ｰ1270 099ｰ219ｰ1279

7 特定非営利活動法人 さつまファン倶楽部 理事長 山下　謙一郎 891ｰ 0103 鹿児島市皇徳寺台 5 丁目 23 番 12 号 099ｰ265ｰ9320

8 ダイワボウ情報システム㈱鹿児島支店 支店長 石井　啓 892ｰ0846 鹿児島市加治屋町 12-7（日本生命鹿児島加治屋町ビル 3F） 099ｰ227ｰ2071 099ｰ239ｰ9531

9 西日本電信電話㈱　鹿児島支店 支店長 中島　馨生 892ｰ0833 鹿児島市松原町 4-26 099ｰ258ｰ8211 099ｰ223ｰ5609

10 日本電気㈱鹿児島支店 支店長 村上　勝也 892ｰ0844 鹿児島市山之口町 2-30（鹿児島第一・海上ビル） 099ｰ226ｰ1611 099ｰ227ｰ5987

11 ㈱日立製作所 九州支社 九州中央支店 鹿児島営業所 所長 須川　輝久 890ｰ0053 鹿児島市中央町 12 番 2 号　明治安田生命ビル 2F 099ｰ256ｰ9021 099ｰ255ｰ9203

12 富士通㈱鹿児島支店 支店長 浦　健一 892ｰ0844 鹿児島市山之口町 3-31　住友生命鹿児島ビル 099-224-8800 099-224-8871

平成29年度 
　　 KISA独身社員親睦パーティ

日　時：平成30年1月26日（金）
　　　　18:30~21:10
場　所：マリンパレスかごしま
　　　　2階マリナテラス

KISA 総務企画委員会では、独身社員相互の親睦を目的とした「独身社員親睦パーティ」を開催しました。
我々が働く IT 業界では、納期に追われ忙しく、残業が多く、なかなか異性との出会いの場がない、あってもなかなかお付き

合いまで発展しないとの声が多く聞かれる中、総務企画委員会としては独身社員の方々に少しでも出会いの場を提供できれば
との思いから「独身社員親睦パーティ」を今年度も開催させていただきました。

今年度は好評だった初回開催場所である「マリンパレスかごしま　レストラン・マリナパレス」を貸切、男性 11 名、女性 11 名、
計 22 名の方に参加頂き、無事に開催することができました。参加者の皆さん、ご協力有難うございました。

パーティ最初の 1 対 1 での自己紹介タイムは、女性参加者の席を固定し、男性が 5 分間毎に移動しながらの自己紹介タイム
で、プロフィールカードを交換し合いながらの会話は大変に盛り上がり、司会者が男性の席移動を促すのに一苦労している場
面もありました。

自己紹介タイム後のフリートークタイムは、マリンパレスかごしま様自慢のビッフェスタイルの美味しい料理に舌鼓を打ち
ながら、自己紹介タイムでは話したりなかった分を取り返すかのように積極的に会話を楽しんでいました。

フリートークタイム途中、クイズ大会も実施し大変盛り上がりました。
パーティ最後に、本日出会った人ともっと親睦をはかりたい、連絡を取り合

いたいと思える人がいたら自分の連絡先をお知らせ出来る MessageCard を
記入頂き 6 人までにこっそりと渡せるようにしました。過去の開催で知り合い、
結婚されたカップルを代表（男性）しスタッフとして参加いただき当時のお気
持ちを披露いただきました。我々もキューピット役になれたかな ?

総務企画委員会では、今後も会員相互の親睦を深める活動を計画して行きた
いと考えております。今後とも会員皆様のご協力とご参加をお待ちしております。

平成29年度
　　 KISA親睦ボウリング大会

日　時：平成30年2月23日（金）
　　　　19:00〜 
大 会 会 場：T-MAX BOWL
表彰式会場：NCサンプラザ 7階ホール

KISA では毎年、会員相互の親睦を目的としてボウリング大会を開催しています。
大会会場は昨年度に引き続き T-MAX BOWL、表彰式会場は NC サンプラザにて、開催致しました、参加人数は 22 団体 95

名に参加して頂きました。
レーン構成は会員混成で、各自 2 ゲームずつプレーしました。皆さん和気あいあいとしながら、ストライクが出るたびに熱

い歓声とハイタッチで盛り上がっていました。
表彰式は吉満会長のご挨拶と乾杯で始まり、各テーブルではボウリング結果の反省と、会員間の親睦と情報交換を図って頂

きながら表彰を進めさせて頂きました。発表される上位優勝者のスコアに会場は驚きと歓
喜に包まれていました。

また、とび賞や当日賞のクジ抽選や、高額のお食事券、自転車も当たるじゃんけん大会
は、協賛会社様のご協力により多くの賞品が集まり、多くの参加者に賞品をお渡しする事
ができ、当選者の名前が発表される度に一喜一憂し、楽しんで頂きました。

総務企画委員会では、今後も会員相互の親睦を深める活動を計画して行きたいと考えて
おります。今後とも会員皆様のご協力とご参加をお待ちしております。

【結果（敬称略）】
■男性個人戦　1位　長田 謙作　　コムテック㈱ 総得点：387点
　　　　　　　2位　川野 亮祐　　㈲アイ．タイムズ 総得点：344点
　　　　　　　3位　武　 智樹　　㈱富士通鹿児島インフォネット 総得点：323点
■女性個人戦　1位　山脇 由美　　㈱エム・ディ・エス　　　 総得点：244点
　　　　　　　2位　岸良 典子　　㈱エム・ディ・エス　　　　　　 総得点：241点
　　　　　　　3位　長谷 倫子　　コムテック㈱　　　　 総得点：231点
■団　体　戦　1位　コムテック㈱：CMBC-Aチーム（福島 卓弥、服部 憲祐、長田 謙作） 平　均：310.3点
　　　　　　　2位　南国システムサービス㈱：サザンカントリーAチーム（木迫 寛、大畑 哲司、田中 晃平） 平　均：292点
　　　　　　　3位　㈱富士通鹿児島インフォネット：チーム青山学園（山田 壽樹、原田 啓孝、青屋 拓郎） 平　均：287.7点

　去る平成 30 年 2 月 3 日に KISA 独身社員
親睦パーティーがきっかけで、お付き合い
が始まった㈱ WISH システムコンサルティ
ング　木原 広貴さん、富士電機 IT ソリュー
ション㈱　永峯 梨沙さんの結婚式・披露宴
が鹿児島市東開町の「グレースヒル・オー
シャンテラス」で行われました。
　KISA 独身社員親睦パーティーからゴー
ルインしたカップルはこれで何と 2 件目で
す ! 木原さんご夫婦、末永くお幸せに !

Happy
  Wedding

企業・団体名 代表者名 〒 所　　　在　　　地 電話番号 FAX 番号

1 ㈱ ARS 代表取締役 五反　一夫 892ｰ0838 鹿児島市新屋敷 15-19 エーアールエス新屋敷ビル 099ｰ805ｰ0225 099ｰ805ｰ0229

2 ㈲ Frida 代表取締役 松元　まや 892ｰ0824 鹿児島市堀江町 1-17K&K ビル 2F 099ｰ227ｰ7841 099ｰ213ｰ9682

3 ㈱ HTS アクト　鹿児島開発センター 代表取締役会長 濱田　昭二 892ｰ0821 鹿児島市名山町 9-15　ソフトプラザかごしま 303 099ｰ294ｰ9901 099ｰ294ｰ9903

4 SCSK ニアショアシステムズ㈱ 代表取締役社長 和久田　浩二 892ｰ0846 鹿児島市加治屋町 12-5 鹿児島東京海上日動ビル 4F 099ｰ219ｰ9337 099ｰ219ｰ9338

5 ㈱ WISH システムコンサルティング 代表取締役 桑村　英利 892ｰ0842 鹿児島市東千石町 14-10 天文館三井生命南国テレホンビル 7F 099ｰ219ｰ7623 099ｰ219ｰ7632

6 ㈲アイ . タイムズ 代表取締役社長 米澤　亮治 894ｰ0025 奄美市名瀬幸町 21 番 9 号　3 階 0997ｰ55ｰ0888 0997ｰ55ｰ0889

7 アイテップ㈱ 代表取締役社長 本坊　修 892ｰ0825 鹿児島市大黒町 2 番 11 号　南星いづろビル 6 階 099ｰ225ｰ7654 099ｰ222ｰ0140

8 ㈱アイテム 代表取締役 前田　豊年 890ｰ0055 鹿児島市上荒田町 44-23　インクリースビル 2F 099ｰ230ｰ7311 099ｰ230ｰ7345

9 ㈱アンクス 代表取締役 足立　幸二 890ｰ0064 鹿児島市鴨池新町 14 番 15 号 099ｰ250ｰ6622 099ｰ250ｰ6420

10 ㈱イーデザイン 代表取締役 早川　孝一 890ｰ0082 鹿児島市紫原 3-34-23 099ｰ251ｰ9821 099ｰ251ｰ0616

11 ㈱インパクト 代表取締役 箕輪　和彦 890ｰ0055 鹿児島市上荒田町 3-23 三洋第七ビル 201 099ｰ210ｰ5532 099ｰ210ｰ5542

12 ウィンクス㈱ 代表取締役 中村　正人 892ｰ0853 鹿児島市城山町 16 番 25 号 099ｰ801ｰ8051 099ｰ801ｰ8052

13 ㈱エス・テー・ラボ 代表取締役 海老原　親志 892ｰ0854 鹿児島市長田町 1-16　NS ビル 303 号 099ｰ222ｰ5690 099ｰ222ｰ5911

14 ㈱エム・エム・シー 代表取締役社長 桜井　浩二 892ｰ0827 鹿児島市中町 3-11 日専連ビル 4F 099ｰ224ｰ9111 099ｰ227ｰ0794

15 ㈱エム・ディ・エス 代表取締役 前田　良邦 890ｰ0064 鹿児島市鴨池新町 5-22 099ｰ255ｰ1413 099ｰ213ｰ0220

16 鹿児島応用技術㈱ 代表取締役 中原　伸二 893ｰ0009 鹿屋市大手町 1 番 1 号リナシティかのや 1F 0994ｰ40ｰ1100 0994ｰ41ｰ5239

17 ㈱鹿児島銀行 取締役頭取 上村　基宏 892ｰ0828 鹿児島市金生町 6 番 6 号 099ｰ256ｰ0195 099ｰ225ｰ0373

18 鹿児島情報サービス㈱ 代表取締役 平山　武弘 890ｰ0046 鹿児島市西田二丁目 28-8　第 11 川北ビル 2F 099ｰ812ｰ1915 099ｰ255ｰ6188

19 ㈱鹿児島頭脳センター 代表取締役社長 六反　省一 892ｰ0821 鹿児島市名山町 4-3　鹿児島県地域振興公社ビル 6F 099ｰ216ｰ2260 099ｰ216ｰ2271

20 鹿児島相互信用金庫 理事長 稲葉　直寿 890ｰ0062 鹿児島市与次郎一丁目 6 番 30 号 099ｰ259ｰ5222 099ｰ259ｰ5230

21 ㈱クエイル 代表取締役 池田　武尚 892ｰ0821 鹿児島市名山町 9-15 ソフトプラザかごしま 501 099ｰ295ｰ0284 099ｰ295ｰ0285

22 ㈱グッドコミュニケーションズ 代表取締役 高橋　美博 890ｰ0053 鹿児島市中央町 6-1 099ｰ813ｰ8688 099ｰ812ｰ8033

23 ㈱クローバーシステム 代表取締役 日高　裕司　 892ｰ0846 鹿児島市加治屋町 13 番 4 号 MAX 加治屋町ビル 3F 099ｰ225ｰ1112 099ｰ225ｰ1112

24 ㈱ケイ・シー・エス 代表取締役 池田　涼一 890ｰ0063 鹿児島市鴨池 1 丁目 45-20 099ｰ258ｰ4131 099ｰ253ｰ2184

25 ㈱現場サポート 代表取締役 福留　進一 890ｰ0045 鹿児島市武一丁目 35-4 099ｰ251ｰ9971 099ｰ259ｰ3874

26 小平㈱ 代表取締役 小平　勘太 890ｰ0056 鹿児島市下荒田 4-48-9 099ｰ250ｰ7262 099ｰ250ｰ7265

27 コムテック㈱　南九州センター 代表取締役社長 宮田　良嗣 890ｰ0046 鹿児島市西田 1-5-1 鹿児島高見橋ビル 4F 099ｰ258ｰ1124 099ｰ258ｰ1275

28 ㈱コレクトプラン 代表取締役 神薗　俊一 890ｰ0036 鹿児島市田上台 3-21-13 099ｰ265ｰ6950 099ｰ833ｰ3060

29 ㈱システム情報パートナー　南九州支店 代表取締役社長 田原　保 892ｰ0821 鹿児島市名山町 9-15　ソフトプラザかごしま 306 099ｰ239ｰ4988 099ｰ239ｰ4989

30 ㈱システムメディア 代表取締役 前田　隆樹 891ｰ0131 鹿児島市谷山港 1-3-48 099ｰ284ｰ2016 099ｰ284ｰ2017

31 ㈱シティアスコム　鹿児島開発センター 代表取締役 藤本　宏文 892ｰ0844 鹿児島市 山之口町 1 番 10 号（鹿児島中央ビルディング 10 階） 099ｰ208ｰ3000 099ｰ208ｰ3001

32 白露カンパニー㈱ 代表取締役 岩崎　芳太郎 892ｰ0816 鹿児島市山下町 9-5　岩崎ビル 4F 099ｰ223ｰ1286 099ｰ224ｰ2168

33 新和技術コンサルタント㈱ 代表取締役 坂元　虎彦 890ｰ0008 鹿児島市伊敷四丁目 12 番 13 号 099ｰ218ｰ3633 099ｰ228ｰ7911

34 ㈱スマートエンジニアリング 代表取締役社長 兒玉　健吾 893ｰ0005 鹿児島県鹿屋市共栄町 18-30 0994ｰ40ｰ7775 0994ｰ40ｰ7776

35 ㈱ソフトウェア開発技術 代表取締役 地蔵原　勇 892ｰ0825 鹿児島市大黒町 4-11　日宝いづろビル　1002 号 099ｰ210ｰ7833 099ｰ210ｰ7832

36 ソフトマックス㈱ 代表取締役社長 永里　義夫 892ｰ0846 鹿児島市加治屋町 12 番 11 号 099ｰ226ｰ1222 099ｰ226ｰ1223

37 ㈱ソフト流通センター　鹿児島支店 代表取締役 岡村　正幸 890ｰ0053 鹿児島市中央町 22 番 16 号アエールプラザ 4 階 099ｰ206ｰ3888 099ｰ206ｰ3883

38 東京コンピュータシステム㈱　鹿児島支店 代表取締役社長 西薗　成人 890ｰ0052 鹿児島市上之園町 4-6 アルベラータ上之園 4F-B 099ｰ803ｰ0877 099ｰ803ｰ0879

39 トータル・ソフトウェア㈱ 代表取締役 今給黎　正己 890ｰ0082 鹿児島市紫原 3 丁目 21-7 099ｰ253ｰ6041 099ｰ253ｰ6079

40 南国システムサービス㈱ 代表取締役社長 吉満　哲也 890ｰ0064 鹿児島市鴨池新町 6-6 鴨池南国ビル 9F 099ｰ255ｰ2220 099ｰ258ｰ7474

41 日本システム㈱ 代表取締役社長 西田　秀利 890ｰ0054 鹿児島市荒田 2-56-10 099ｰ256ｰ5930 099ｰ258ｰ3335

42 ㈱ 日本システムデザイン　鹿児島事業所 代表取締役 梅北　千広  890ｰ0052 鹿児島市上之園町 4 番 6  アルベラータ上之園 3F-B 099ｰ297ｰ5368 099ｰ297ｰ5367 

43 ハイテクシステム㈱ 鹿児島支店 代表取締役社長 髙山　允伯 890ｰ0046 鹿児島市西田 1-5-1 鹿児島高見橋ビル 6F 099ｰ230ｰ0611 099ｰ251ｰ6885

44 パステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長 前　章司 892ｰ0836 鹿児島市錦江町 9-25 099ｰ223ｰ8261 099ｰ224ｰ2967

45 ㈱ヒューマンウェア 九州オフィス 代表取締役 山下　憲男 890ｰ0045 鹿児島市武 3 丁目 35 番 1-206 号 03ｰ5282ｰ7511 03ｰ5282ｰ7512

46 ㈱フォーエバー 代表取締役 久永　忠範 890ｰ0053 鹿児島市中央町 23-21 アエールタワー 2F 099ｰ821ｰ7800 099ｰ250ｰ2333

47 富士ゼロックス鹿児島㈱ 代表取締役 金子　努 890ｰ0056 鹿児島市下荒田 1-1-1 099ｰ254ｰ4222 099ｰ250ｰ4525

48 ㈱富士通鹿児島インフォネット 代表取締役社長 松田　浩一 890ｰ0064 鹿児島市鴨池新町 5-1 099ｰ250ｰ3511 099ｰ252ｰ0242

49 富士電機 IT ソリューション㈱　鹿児島支店 支店長 金子　育宏 892ｰ0828 鹿児島市金生町 4-10　アーバンスクエア鹿児島ビル 5F 099ｰ226ｰ7700 099ｰ225ｰ7033

50 富士電通㈱ 代表取締役社長 福川　修二 892ｰ0815 鹿児島市易居町 1-33 099ｰ224ｰ7021 099ｰ224ｰ8646

51 ㈱南日本情報処理センター 代表取締役社長 松窪　寛 891ｰ0115 鹿児島市東開町 4-104 099ｰ269ｰ9702 099ｰ269ｰ9704

52 ㈱山形屋情報システム 代表取締役社長 岩元　修士 890ｰ0041 鹿児島市城西三丁目 8 番 2 号 099ｰ259ｰ3251 099ｰ259ｰ3255

53 ユニバーサルソフト㈱ 代表取締役 谷川　愼一 892ｰ0846 鹿児島市加治屋町 18-8 三井生命鹿児島ビル 6F 099ｰ294ｰ9481 099ｰ294ｰ9482

54 リコージャパン㈱　鹿児島支社 支社長 林　一久 892ｰ0833 鹿児島市松原町 7 番 6 号 099ｰ225ｰ1000 099ｰ224ｰ1326
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KISA 賛助会員である KCS 鹿児島情報専門学校の学生さんから多数の作品をご応募頂きました。ご応募頂いた
学生さんはもちろん、先生方のご協力に感謝申し上げます。

今回は、「西郷どん　〜明治維新 150 周年〜」をテーマに学生さんに自由に発想していただきました。
広報研修委員会でデザイン及びコンセプトがより優れていた作品を選考させて頂きました。その結果、最優秀賞

1 点、優秀賞 1 点、入選 3 点の計 5 作品を決定いたしました。
3 月 19 日に開催されました KISA 理事会の中で、入賞者 5 名をお招きして表彰式を行いました。
表彰式では KISA 吉満会長より表彰状と副賞の図書カードが全員に手渡されました。

今回の表紙デザインのタイトルは「西郷どん 〜明治維新 150 周年〜」。
大河ドラマがスタートし、県内外で盛り上がりを見せていますが、KISA としてもこのブームをさらに盛

り上げるため、表紙デザインのテーマとしました。
合わせて「西郷どんどんかごんま」のロゴマークも活用し、デザインを変更しています。KISA レポート

が少しでも鹿児島の「西郷どん」特需の一端を担える事を期待しています。
おかげさまで KISA Report も第 30 号を発刊することが出来ました。ご協力頂いた事務局や各委員会、

さらには表紙デザインに応募して頂いた専門学校の方々に感謝申し上げます。
今後ともより一層のご支援・ご協力をお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 30 年 4 月　広報研修委員長　中島　正博
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表紙デザインコンテスト入賞者 表彰

編 集 後 記

最優秀賞

KCS鹿児島情報
専門学校

田上　紗雪 さん

KCS鹿児島情報
専門学校

安田　雅季 さん

優秀賞

KCS鹿児島情報
専門学校

大迫　雄光 さん

入  選

KCS鹿児島情報
専門学校

豊増　昇太 さん

入  選

KCS鹿児島情報
専門学校

村尾　尊彦 さん

入  選

鹿児島の偉人である西郷隆盛と、大久保利通を
モチーフに桜島を背景にしたデザインにしました。

写真前列左より
［入　　選］豊増　昇太さん
　　　　　（KCS鹿児島情報専門学校）

［入　　選］大迫　雄光さん
　　　　　（KCS鹿児島情報専門学校）

［最優秀賞］田上　紗雪さん
　　　　　（KCS鹿児島情報専門学校）
吉満会長

［優 秀 賞］安田　雅季さん
　　　　　（KCS鹿児島情報専門学校）

［入　　選］村尾　尊彦さん
　　　　　 （KCS鹿児島情報専門学校）
白尾克己 様（KCS鹿児島情報専門学校)

写真後列左より
中島広報研修委員長、田實理事、
松元理事、久永副会長、松窪副会長、
松田理事、森監事、今給黎監事、五反理事
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