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神話博しまね（2012.7.21～11.11）
日本最古の歴史書「古事記」の編纂から1300年。古事記上巻は、実にその三分の一
が出雲地方にまつわる神話で占められている。島根には、出雲大社をはじめとして、
数多くの神話ゆかりの地が存在する。 ▲八重垣神社  鏡の池（松江市佐草町）

▲石見神楽

▲須佐神社（出雲市佐田町）▲美保神社  諸手船神事（松江市美保関町）▲黄泉比良坂（松江市東出雲町）

▲稲佐の浜（出雲市大社町）▲焼火神社（隠岐郡西ノ島町）
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❹  平成24年度通常総会講演会・交流会
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平成24年度

通常総会

吉岡会長挨拶
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感謝状贈呈来賓祝辞　経産局　稲原宏昭氏 来賓祝辞　総通局　鈴木克昌氏 来賓祝辞　島根県　糸原直彦氏

平成24年5月16日サンラポーむらくもにおいて、平成24年度通常総会を開催しました。当日は、経
済産業省中国経済産業局、総務省中国総合通信局、島根県をはじめとする来賓を迎え、正会員30社を含
む54名が出席しました。冒頭、吉岡宏会長は主催者挨拶の中で、「昨年は､行政のご支援と会員の真摯で
積極的な活動の賜物で、教育事業を本格的に実施できたこと、会員の増加につながったこと、一般社団
法人への移行が完了したことなど、大きな成果が認められた。又、RubyのISO化が実現し、業界がます
ます発展する基盤ができた。」と報告しました。
来賓の経済産業省中国経済産業局稲原宏昭参事官、総務省中国総合通信局鈴木克昌情報通信部長、島

根県商工労働部糸原直彦次長からは、祝辞と今年度の支援策、重点施策などを披露頂きました。総会の
議長には、石𥔎修二副会長が選出され、審議の結果、第1号議案「平成23年度事業報告案承認の件」・
第2号議案「平成23年度決算報告案承認の件」・第3号議案「役員選任の件」の3議案は、原案通り可
決承認されました。報告事項では、「通常総会（書面審議）報告」「各委員会報告」「その他報告」の3
項目が説明され、最後に、松江発のプログラム言語Rubyが国際規格に承認された事を受け、Ruby国
際規格承認の感謝状が、吉岡会長からRubyアソシエーションの前田修吾副理事長に手渡されました。

 会長挨拶 　吉岡　　宏
 来賓祝辞 

経済産業省中国経済産業局　地域経済部　参事官　稲 原 宏 昭様
総務省中国総合通信局　情報通信部　部長　鈴 木 克 昌様
島根県商工労働部　次長　糸 原 直 彦様
 議長選出 　石 　修二
 （決議事項）第 1 号議案　平成23年度事業報告案承認の件

第 2 号議案　平成23年度決算報告案承認の件、監査報告
第 3 号議案　役員選任の件

 （報告事項）平成24年度事業計画および予算
各委員会別平成23年度事業報告及び平成24年度事業計画
RubyWorld Conference2012開催について
顧問の委嘱について

 そ の 他  ・・Ruby国際規格承認感謝状贈呈



〔事業の概要〕
１．会議

協会活動の指針を策定するとともに会員相互並びに諸団体との交流を図り、会員相互の連携
強化と協会活動の円滑な運営を目的とした会議を開催する。

２．関連機関・団体との協調
島根県をはじめとして経済産業省、総務省、また地元の商工団体、しまね産業振興財団等関係
諸団体との連携強化を図り、地域の情報化促進並びに情報産業振興のための事業を実施する。
３．上部団体等との連携

㈳情報サービス産業協会（J I SA）をはじめとする、国の外郭団体との連携強化を図り、協
会事業の推進について支援を要請する。また関連する情報・資料等の入手に努め、会員へ綿密
な連絡を図る。

４．広報活動と情報交換
定期的に機関紙「しまね情産協」を発行するとともに、関係の機関や団体との情報交流を図る。

５．人材の育成
進展するIT社会の中にあって、情報関連の技術・多様化するニーズに対応する人材の育成
を目的とした各種研修会、講習会、セミナ－等を開催する。特に、高度IT技術推進や市場開
拓等ができる人材の育成に積極的に取り組む。

６．組織強化
島根県内の情報産業及び関連産業の企業に対し、新規会員の参加を呼びかけ、協会基盤の拡
大と強化を図る。

〔事業委員会の活動目標〕
事業推進のために 3つの事業委員会を定め、各委員会に委員長・副委員長を置く。

１．総務企画委員会（委員長：渡部勉、副委員長：中島一衛）
会員相互の連携を図るための行動計画を企画し実行する。
⑴　会員相互の親睦と連携の強化に努め協会の活性化を図る。
⑵　各種情報の入手に努めるとともに会員社への情報発信に努める。
⑶　機関紙「しまね情産協」を定期的に発刊する。
２．地域情報化委員会（委員長：今岡克己、副委員長：大谷辰夫）

地域の情報化を積極的に推進するとともに、人材育成、ソフト系IT産業振興に取り組む。
⑴　会員企業の社員向け研修を企画し、人材育成を推進する。
⑵　情報化月間において、情報化推進を目的とした行事を開催する。
⑶　しまねソフト産業ビジネス研究会
　　県外からのビジネス獲得に向けた提案・受注活動及び県内製品の拡販を推進する。
　　総会や研修会を通して、会員相互の交流を促進する。
⑷　11月に松江で開催されるRuby国際会議への参加および協力を実施。
⑸ 　Ruby関連などの講座を開催し、県内企業の競争力強化に結びつくと認められる、IT人材
育成事業を推進する。

３. 組織強化対策委員会（委員長：杉原悟、副委員長：目次真司）
⑴ 　新規会員の加入促進を図るため、未加入団体への呼びかけを実施。特にソフトビジネス研
究会会員への呼びかけ。
⑵　会員の公的な情報関連資格の取得を推進する。
⑶　会員相互の親睦と組織強化を目的とし、年 2回程度の「ゴルフコンペ」を開催する。

平成24年度事業計画
当協会は、島根県の情報産業基盤の強化・振興に資するため、情報化の普及啓発と

人材育成をめざすとともに、地域の情報化促進を図るため、次の事業を行う。
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島根県民歌合唱島根県民歌合唱島根県民歌合唱

石 副会長　主催者挨拶 西山部長　来賓ご祝辞 井上副会長　乾杯 野田教授　応援スピーチ 川原部長　応援スピーチ

今岡社長　応援スピーチ 前田副理事長　謝辞

尼ケ崎社長　辞任挨拶 長嶺常務（現 社長）就任挨拶
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富士通エフ・オー・エム
川口景示様

平成24年度総会に続いて開催された講演会には、72名と多数の参加
がありました。会では、富士通エフ・オー・エム㈱サービスビジネス
事業本部Webソリューションサービス部チーフデザイナー川口景示氏
に「ライフスタイルを創造するWebサイト～SNS・スマホ・iPADから
スマートTVまで～」と題し、講演していただきました。
Webビジネス市場では、インターネットやソーシャルメディアの普

及、ユーザ端末の多様化展開などを背景に、業務系Webアプリケー
ションによるIT活用が増加傾向にあると分析され、Web市場の最新
動向と留意点について、開発事例を盛り込みながら紹介いただきま
した。このWebシステム開発にあたっては、従来とは違う取り組み
が必要で、その開発手法やユーザ設計時の考慮点を解説していただ
きました。参加した会員からは、新たな可能性についての知識を深
めることができ、大変参考になったと好評でした。

引き続き開かれた交流会は、63名が参加し、中島一衛理事の司会進行で、石 修二副会長の開会挨
拶、島根県商工労働部西山彰部長の来賓祝辞、井上浩副会長の乾杯で、はじまりました。途中のRuby
国際規格承認祝賀コーナーでは、島根大学法文学部野田哲夫教授、松江市経済産業部川原良一部長、㈱
ワコムアイティ今岡克己代表取締役から応援スピーチを、（一財）Rubyアソシエーション前田修吾副理
事長からは謝辞をいただきました。
つづいて、本総会をもって監事辞任のごうぎんシステムサービス㈱尼ケ崎幹夫代表取締役社長の挨
拶、ごうぎんシステムサービス㈱長嶺政典常務取締役の監事就任挨拶がありました。2時間にわたる交
流会は、活気溢れる雰囲気の中、会員相互の情報交換や親睦を深める有益な場となりました。最後に、
恒例となりました島根県民歌の大合唱の後、吉岡宏会長の中締めで閉会となりました。

平成24年度通常総会

講演会・交流会講演会・交流会
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第17回親睦ゴルフコンペ開催第17回親睦ゴルフコンペ開催
当協会親睦ゴルフコンペが 6月23日

（土）、玉造温泉カントリークラブで19社
24名参加して開催されました。当日は、台
風の影響で心配された天候も、全く影響の
ない絶好のコンディションとなり、会員相
互の親睦とお客様との交流を深め、にぎや
かで楽しい一日となりました。
また、両備システムズ様、テクノプロ
ジェクト様、オネスト様、ネットワーク応
用通信研究所様、マツケイ様、島根情報
処理センター様より多数の協賛品を提供
いただき、ドラコン賞、ニアピン賞をは
じめ、多数の賞品を用意することができ、
盛大に表彰式も行うことができました。
なお、成績は右記のとおりです。

当協会では、平成23年度に続き本年も島根県の「しまねIT産業育成支援事業補助金」交付を受け、しまね当協会では、平成23年度に続き本年も島根県の「しまねIT産業育成支援事業補助金」交付を受け、しまね
IT産業人材育成事業を4月からスタートいたしました。IT産業人材育成事業を4月からスタートいたしました。

この事業は、県内IT事業者の技術者のスキル・能力や業界全体のレベルこの事業は、県内IT事業者の技術者のスキル・能力や業界全体のレベル
向上に役立つ人材育成講座を開催し、県内企業の競争力強化に繋げることを向上に役立つ人材育成講座を開催し、県内企業の競争力強化に繋げることを
目的としています。講座選定にあたり、会員企業各社にアンケートを実施し、目的としています。講座選定にあたり、会員企業各社にアンケートを実施し、
真に会員企業の人材育成に役立つ内容を計画しました。来年 1月までに、19真に会員企業の人材育成に役立つ内容を計画しました。来年 1月までに、19
講座20回の研修会を開催予定です。多数ご参加くださいますよう、お願い申講座20回の研修会を開催予定です。多数ご参加くださいますよう、お願い申
し上げます。し上げます。Ruby入門研修会

コース名 開催回数 開催予定日 募集受付期間

①実践！Androidプログラミング ［2日コース］ 全1回 4 月26日～ 4 月27日 3 月19日～ 4 月12日

②Ruby入門 ［3日コース］ 全1回 5 月 9 日～ 5 月11日 3 月23日～ 4 月20日

③Rails3実践開発（1） ［3日コース］ 全1回 5 月23日～ 5 月25日 4 月 6 日～ 5 月 9 日

④HTML5によるWebサイト作成 ［2日コース］ 全1回 5 月31日～ 6 月 1 日 4 月16日～ 5 月17日

⑤Rails3実践開発（2）第1回目 ［3日コース］ 全2回 6 月 6 日～ 6 月 8 日 4 月20日～ 5 月23日

⑥相手に伝わる！プレゼンの極意
　　～論理的なシナリオ構築方法と伝えるスキルの修得～ ［2日コース］ 全1回 6 月14日～ 6 月15日 5 月 1 日～ 5 月31日

⑦データベース設計（基礎編） ［2日コース］ 全1回 6 月21日～ 6 月22日 5 月10日～ 6 月 7 日

⑧データベース設計（トレーニング編） ［2日コース］ 全1回 7 月 5 日～ 7 月 6 日 5 月24日～ 6 月21日

⑨プロジェクトマネジメントの基礎 ［1日コース］ 全1回 7 月23日 6 月 8 日～ 7 月 6 日

⑩ネットワーク基礎 ［2日コース］ 全1回 7 月26日～ 7 月27日 6 月13日～ 7 月11日

⑪プロジェクトマネジメントの技法 ［2日コース］ 全1回 8 月 6 日～ 8 月 7 日 6 月22日～ 7 月23日

⑫ネットワーク応用 ［2日コース］ 全1回 8 月20日～ 8 月21日 7 月 6 日～ 8 月 6 日

⑲スマートフォン開発（Rhodes実践編） ［2日コース］ 全1回 9 月13日～ 9 月14日 8 月 2 日～ 8 月30日

⑭UNIX/Linux入門 ［3日コース］ 全1回 10月10日～10月12日 8 月27日～ 9 月25日

⑮Linux仮想マシン機能によるサーバー仮想化環境の構築と管理 ［2日コース］ 全1回 10月15日～10月16日 8 月30日～ 9 月28日

⑯ネットワークの設計演習・実践トレーニング ［2日コース］ 全1回 10月30日～10月31日 9 月14日～10月16日

⑤Rails3実践開発（2）第2回目 ［3日コース］ 全2回 11月 5 日～11月 7 日 9 月21日～10月22日

⑬プログラム開発におけるレビュー・テスト技術の基礎 ［2日コース］ 全1回 11月15日～11月16日 10月 3 日～11月 1 日

⑱Webシステム構築の基礎～IIS、NET、SQLServer～ ［3日コース］ 全1回 12月 5 日～12月 7 日 10月23日～11月20日

⑰システム基盤設計・実践トレーニング ［2日コース］ 全1回 1 月24日～ 1 月25日 12月10日～ 1 月 9 日

平成24年度 しまね I T産業人材育成事業

 優 勝 　尼ヶ崎　幹　夫 さん（ごうぎんシステムサービス㈱）
2 位　 女鹿田　晃　和 さん（㈱プロビズモ）
3 位　 加　藤　祐　二 さん（日本電子計算機㈱）
ベスト
グロス賞　本　常　寛　治 さん（日海通信工業㈱（スコア 84）

惜しくも3位！
加藤様

残念ながら準優勝！
女鹿田様

ベストグロス賞
本常様

堂々の優勝！
尼ヶ崎様
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平成24年度研修コース一覧



講
演
会
等
活
動
報
告

講
演
会
等
活
動
報
告

6

平成24年 2 月 6 日、松江東急インにおいて、「平成24年 島根県
情報産業協会・新年会」が開催されました。
当協会吉岡宏会長の主催者挨拶につづき、島根県商工労働部産
業振興課長 大星光弘様から来賓祝辞をいただき平成24年新年会
がスタートしました。
第一部講演会では、松江市長の松浦正敬様をお招きし「これか
らの松江まちづくり」と題し、また西日本電信電話㈱法人営業本
部ソリューションビジネス部長 古堅一成様からは、「広域災害に
備えるためのBCP（事業継続計画）対策」と題して講演いただき
ました。
第二部交流会では、開会の辞にて石 修二副会長から参加者に
対して力強いメッセージが贈られ、中国経済産業局参事官 稲原宏
昭様より来賓ご祝辞を、中国総合通信局情報通信部長 鈴木克昌様
より乾杯ご発声をいただき祝宴がスタートしました。宴の中ほど
では、島根県商工労働部長 西山彰様、新入会のティーエスケイ情報システム㈱代表取締役社長 戸
谷弘明様、今春退任予定の松江工業高等専門学校教授 藤井諭様他多数の皆様に、挨拶をいただきま
した。
最後は、島根県民歌の大合唱の後、井上浩副会長による御礼の挨拶と、だんだん締めで交流会も
お開きとなりました。
今年の新年会は、中国総合通信局、島根県、松江市、しまね産業振興財団、島根県情報産業協会
会員等、講演会で95名、交流会で78名の参加をいただき、盛会となりました。

平成24年島根県情報産業協会新年会

●松江高専企業説明会
　平成24年
　 1月17日㈫
　松江高専

●平成24年島根県情報産業協会新年会
　平成24年
　 2月 6日㈪
　松江東急イン

●クラウドセミナー
　「クラウド時代を生き残る経営戦略策定ノススメ」
　平成24年
　 3月 6日㈫
　松江アーバン
　ホテル

●情産協・ビジネス研合同勉強会
　平成24年
　 3月19日㈪
　島根県民会館

●平成24年度島根県情報産業協会
　総会・講演会・交流会
　平成24年
　 5月16日㈬
　サンラポー
　むらくも

●後援セミナー
　平成24年 2月 1日㈬
　松江テルサオープンソースラボ
　ウェブアクセシビリティ向上セミナー in しまね
　主催：プロジェクトゆうあい

　平成24年 3月 9日㈮
　島根大学法文学部棟
　オープンソースライセンス研究セミナー
　主催：島根大学

　平成24年 3月15日㈭
　くにびきメッセ
　しまね情報分野産学交流会2012
　主催：島根大学　他

　平成24年 3月16日㈮
　松江テルサ
　Agile Japan  2012島根サテライト
　主催：アジャイルプロセス協議会島根支部

活動実績（平成24年1月〜平成24年7月）

講演　松浦市長

新入会
戸谷社長挨拶

藤井教授
退任挨拶

講演　古堅部長



7

一般社団法人島根県情報産業協会  会員名簿 2012. 07. 31 現在

会　　社　　名 代　　表　　者 連絡担当者 電　話住　　所 ビル名等

○理：理事　○監：監事

〔正会員〕
㈱アイ・コミュニケーション 代表取締役 目次　真司 安食　文男 松江市北陵町46-4 0852-28-1001
㈱アイテック 代表取締役 宮川　則男 山田　幸子 松江市西川津町4210 0852-24-5220
㈱アキュートシスコム 代表取締役社長 藤原　文幸 藤原　文幸 松江市乃白町334番地6 0852-31-9101
㈱アバンセ 代表取締役 福間　　英 福間　　英 松江市学園南1丁目15番10-403号 0852-26-3255
出雲ケーブルビジョン㈱ 代表取締役 今岡余一良 花籠　良明 出雲市渡橋町228-1 0853-21-9811
㈱エスティック 代表取締役社長 中筋　雄三 伊藤　　淳 出雲市白枝町607-6 0853-22-8140
㈱エスワイシステム関西事業部  島根OSS研究所 代表取締役 鈴木　裕紀 山藤　登史 松江市北陵町1番地  テクノアークしまね3F 0852-21-0919
㈱NTTファシリティーズ中国 島根支店 支 店 長 石原　慎次 藤原　　有 松江市東朝日町102 0852-25-8000
㈱エネルギア・コミュニケーションズ島根支店 支 店 長 泉　　和之 高橋　淳一 松江市母衣町115番地  中国電力島根支社4F 0852-22-9881
㈱オネスト ○理代表取締役社長 石 　修二 大塚　　勝 松江市上乃木4丁目23番50号 0852-31-8835
協和通信工業㈱ 代表取締役社長 岩石　博信 原　　泰彦 松江市平成町182-37 0852-23-8650
ごうぎんシステムサービス㈱ ○監代表取締役社長 長嶺　政典 仲田　孝二 松江市袖師町6番10号 0852-32-7680
小松電機産業㈱ 代表取締役 小松　昭夫 木次　哲也 松江市乃木福富町735-188  湖南テクノパーク内 050-3161-2490
㈱コンピュータ・コンサルタント 代表取締役 杉本　　博 竹内　　守 浜田市朝日町70番地5 0855-23-5214
山陰ケーブルビジョン㈱ ○理常務取締役 錦織　修二 錦織　修二 松江市学園1丁目2番27号 0852-23-2522
山陰中央テレビジョン放送㈱ ○理常務取締役 渡部　　勉 渡部　　勉 松江市西川津町721番地 0852-23-3434
㈱システム工房エム 代表取締役 持田　朝子 大谷　辰夫 松江市西津田3丁目2-3 0852-23-8590
㈱システムデザイン・アクティ 代表取締役 石本　光史 石本　光史 松江市浜乃木7丁目9番7号 0852-31-1670
㈱島根情報処理センター ○監代表取締役社長 北村　　功 柳樂　和洋 出雲市今市町321-3 0853-21-4674
島根電工㈱ 代表取締役社長 荒木　恭司 権田　敏郎 松江市東本町5丁目46番地2 0852-26-2833
㈱スマートスタイル 代表取締役 野津　和也 三宅　大輔 東京都渋谷区元代々木町52-5  コロムビア代々木公園ビル4F 03-5452-3031
セコム山陰㈱ 代表取締役社長 神山　　潔 長谷川　弘 松江市北陵町34番地 0852-23-6000
㈱谷口印刷 代表取締役 谷口　博則 景山　香子 松江市東長江町902番59 0852-36-5888
ティーエスケイ情報システム㈱ 代表取締役社長 戸谷　弘明 安達　　泉 松江市学園南2丁目10番14号 タイムプラザビル3階 0852-27-6061
㈱ティーエム21 代表取締役 宮崎　　照 宮崎　雅子 松江市北陵町52-2  ゆめっくす北陵14号室 0852-60-6810
㈱テクノプロジェクト ○理代表取締役社長 吉岡　　宏 廣澤　誓一 松江市学園南2丁目10番14号 タイムプラザビル 0852-32-1140
日海通信工業㈱松江支店 副 支 店 長 本常　賢一 本常　賢一 松江市古志原3丁目12番31号 0852-26-2255
㈱日本ハイソフト ○理代表取締役 杉原　　悟 杉原　由利 出雲市芦渡町695-1 0853-23-0098
㈱ネットワーク応用通信研究所 ○理代表取締役 井上　　浩 黒谷　明大 松江市学園南2丁目12番5号 HOYOパークサイドビル2Ｆ 0852-28-9280
パストラルコンピューターシステム㈱ 代表取締役 齋藤昭太郎 吉田　譲二 浜田市浅井町102-13　庭井ビル1F 0855-22-5001
バブ日立ビジネス㈱ 中国事業所松江事務所長 中本　一成 中本　一成 松江市朝日町478-18  松江テルサ別館2階 080-3017-6922
㈱浜田コンピュータシステム 代表取締役社長 井上　公明 永井　美香 浜田市下府町327-85 0855-22-2020
㈲ヒューマンネット 代表取締役社長 本田　晴男 田中　貴信 松江市南田町130-1　フォートビル3F 0852-31-2066
（特定非営利活動法人）プロジェクトゆうあい 理 事 長 三輪　利春 三輪　利春 松江市北堀町35-14 0852-32-8645
㈱プロビズモ 代表取締役副社長 浅田　信博 桑本　直子 出雲市駅南町2-3-1　エイコー駅南ビル5F 0853-25-0018
㈱マース 代表取締役 杉原　成也 杉原　成也 松江市北堀町332 0852-20-2577
㈱マイメディア ○理代表取締役 秀浦　実晴 水津　弘子 益田市下本郷町56番地1 0856-22-4175
㈱松江情報センター ○理専務取締役 宮崎　　理 澤端　由佳 松江市母衣町180番地20 0852-22-8811
㈱マツケイ ○理代表取締役専務 中島　一衛 酒井　生夫 松江市乃木福富町735-211 湖南テクノパーク内 0852-32-1616
㈱ミック ○理代表取締役社長 宮脇　和秀 御輿　文雄 松江市学園南2丁目10番14号 タイムプラザビル 0852-27-0329
和幸情報システム㈱ 代表取締役 山下　裕國 笹井　正己 松江市伊勢宮町560番地 0852-24-4471
㈱ワコムアイティ ○理代表取締役 今岡　克己 今岡　克己 松江市北陵町43番地 0852-20-7200

（正会員42社）
〔賛助会員〕
㈱インターネットイニシアティブ九州支社中四国支店 九州支社支社長 平尾　一浩 竹政　幸洋 広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビル11Ｆ 082-506-0700
出雲コンピュータ専門学校 校 長 石田　和也 白枝　　淳 出雲市斐川町富村1000-8 0853-72-2500
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国支社  島根支店 支 店 長 白石　貢也 藤本　武彦 松江市東朝日町88-1 0852-25-9501
㈱ケイズ 島根支店 支 店 長 平石　久貴 矢倉　教裕 松江市東津田町1041-1 0852-24-8194
㈱コミュニティ・クリエイション松江オフィス 専務取締役 田島　　享 金子　敦美 松江市朝日町498  松江センタービル8F 0852-27-5672
㈱山陰合同銀行 システム部長 木幡　　均 和田　修也 松江市袖師町6番10号 0852-26-7222
㈱ＧＮＳ 技 術 顧 問 坂本　　潤 原田さゆり 東京都大田区大森北4-2-9 03-5753-3220
㈱島根銀行 業務管理グループ部長 竹原　信彦 須藤　規夫 松江市東本町2丁目35 0852-24-1237
ダイワボウ情報システム㈱松江支店 支 店 長 後藤　恒宏 後藤　恒宏 松江市朝日町498-6 0852-27-1621
西日本電信電話㈱  島根支店 法人営業部長 真部　靖弘 中村　浩伸 松江市東朝日町102 0852-20-7686
日本電気㈱　山陰支店 支 店 長 倉持　裕規 倉持　裕規 松江市朝日町477-17 明治安田生命松江駅前ビル 0852-24-4115
㈱日立システムズ  山陰営業所 営 業 所 長 酒井　克明 酒井　克明 松江市御手船場町551  ニッセイ松江ビル9Ｆ 0852-24-1021
㈱日立製作所 中国支社  山陰支店 部 長 代 理 船越雄一郎 坂本　政春 松江市朝日町498-6 0852-26-7366
富士通㈱　山陰支社 支 社 長 大川　　泰 大川　　泰 松江市学園南2丁目10番14号 タイムプラザビル 0852-24-6624
専門学校 松江総合ビジネスカレッジ 校 長 小村　孝志 岡田　隆宏 松江市東朝日町74 0852-26-8000

（賛助会員15社）



会員社紹介 第13回

山陰ケーブルビジョン株式会社
〒690－0825　松江市学園一丁目2番27号
代表取締役社長　進藤　正英　
TEL 0852－23－2522　FAX 0852－24－9111

ティーエスケイ情報システム株式会社
〒690－0826　松江市学園南二丁目10番14号

タイムプラザビル3階
代表取締役社長　戸谷　弘明
TEL 0852－27－6061　FAX 0852－27－6062

◇社名変更
合同会社島根OSS研究所
　旧社名：合同会社島根OSS研究所
　新社名： ㈱エスワイシステム関西事業部
　　　　　島根OSS研究所
　　　　　代表取締役　鈴木　裕紀

㈱日立情報システムズ　山陰営業所
　旧社名： ㈱日立情報システムズ　山陰営業所
　新社名： ㈱日立システムズ　山陰営業所
　　　　　営業所長　酒井　克明

株式会社コミュニティ・クリエイション松江オフィス（平成24年 7月）
住　所：松江市朝日町498　松江センタービル8F
ＴＥＬ：0852－27－5672　ＦＡＸ：0852－28－6223　ＵＲＬ：http://comcre.co.jp　代表者：専務取締役　田島　享

賛助会員入会

協会だより

会員変更
◇代表者変更
㈱NTTファシリティーズ中国  島根支店
　旧：支店長　野坂　賢治
　新：支店長　石原　慎次

ごうぎんシステムサービス㈱
　旧：代表取締役社長　尼ヶ崎幹夫
　新：代表取締役社長　長嶺　政典

出雲コンピュータ専門学校
　旧：校長　広原　啓視
　新：校長　石田　和也

㈱ＧＮＳ
　旧：代表取締役　坂本　潤
　新：技術顧問　　坂本　潤

西日本電信電話㈱　島根支店
　旧：法人営業部長　山藤　　眞
　新：法人営業部長　真部　靖弘

富士通㈱　山陰支社
　旧：支社長　田上　正史
　新：支社長　大川　　泰

発 行 日／2012.8.10
発　　行／（一社）島根県情報産業協会　〔事務局〕〒690－0886 松江市母衣町180－25  米井ビル3F

PHONE 0852－32－1601　FAX 0852－32－1602
Email shimajok@web-sanin.co.jp　URL http://www.shia.or.jp/

編集委員／渡部　勉・谷口博則・中島一衛・宮崎　理
印　　刷／㈱谷口印刷　〒690－0133 松江市東長江町902－59２０１２.８第 ４２ 号

山陰ケーブルビジョンは松江市の一部をサービスエリアとする山陰初のケーブルテレビ事業者として、昭
和61年12月に開局し、放送サービスを開始しました。
その後、サービスエリアの拡張を続け、現在では、松江市全域（マーブル局）と安来市全域（やすぎどじょっ

こテレビ局）をサービスエリアとしています。また、提供するサービスも多様化し、主なサービスとして、放
送サービス、インターネットサービス、IP電話サービス、音声告知放送
サービスを提供しています。
現在、通信の分野では、スマートフォン、タブレットによるモバイル

通信が急速に普及しつつありますが、その流れはテレビの分野にも波及
しようとしており、放送と通信融合のもとにテレビやセットトップボッ
クス（STB）のスマート化が今後、急速に進むことと考えられます。
弊社は、放送と通信の両方のサービスを提供している地域密着の事業者

として、大きく変貌するテレビの分野において、その普及に貢献できるよ
う努めていきたいと考えております。

本年 1月に入会した「ティーエスケイ情報システム株式会社」で
す。当社の前身は、昭和59年 7 月に設立された山陰中央テレビジョン
放送㈱情報機器事業部です。以来28年にわたり、情報通信機器の販売
ならびに保守、システム開発を行ってまいりました。
情報通信システムを取り巻く環境は大きく変わりつつあり、お客

様のニーズも多様化、高度化しています。そのような状況の中、常に
最新の技術動向に対応し、最良のシステムを構築、提供することが当
社の使命であると考えています。またそれを通じて、地域活性化、雇
用拡大、県内情報産業発展に貢献することも大きな目標であります。
最近は若い社員も増え、社内は一層活気が出てまいりました。地元企業として、またTSKグループの一員

として、少しでも皆様のお力になれるよう努力してまいりますので、よろしくご指導、ご支援の程お願い申し
上げます。しまね情産協会員の皆様と一緒にお仕事ができることを楽しみにしております。
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