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平成２５年度 事業報告書 

  概要 
一昨年６月発足した第二次安倍内閣は、国会のねじれ現象が解消したことにより、アベノミ

クスと称される経済政策をより積極果敢に推進し、また消費税増税による年度末の駆け込み需

要のもと企業の好決算を背景に日経平均株価の上昇、円安、長期のデフレからの脱却に向け、

一般会計総額９５兆８８２３億円の過去最大規模となる予算編成が組まれ、早期に景気回復を

実現すべく「成長戦略」を加速させつつあります。殊に激変する世界の社会情勢及び経済動向

の厳しい局面への対応もより重要性が増し注目されるところです。 

さて、本協会は一昨年４月１日に一般社団法人へ移行後満２年が経過しました。 

新法人移行認可に際し公益目的事業計画として、３つのオープンセミナーが、継続事業として 

認められ、この事業の推進を軸として新たな組織のもと、時流に沿った新分野の事業の企画・ 

遂行に取り組んでまいりました。 

企画委員会と理事懇談会を月例的に開催し、他の委員会、ワーキンググループ（ＷＧ）との

連携を緊密にし、設立理念である「情報関連技術の普及及び利活用」を行うことにより、「府内

地域産業の情報化」を促進し、地域社会の発展に寄与することを目的に事業活動を積極的に展

開いたしました。 

また、関連諸団体・機関との連携強化を図り、地域情報産業界の課題に対しても積極的に取 

   組み、更なる本協会の知名度の向上を図りながら、広く協会活動に賛同いただける団体・機関・ 

   企業との連携を意欲的に構築すべく会員相互の連携強化に努めました。 

   平成２５年度おいても、以下の３項目を基本方針として各委員会活動を中心に活発な事業展

開に取組みました。 

    ①関連諸団体や機関との連携強化による本協会の知名度の向上 

    ②研究調査事業による啓蒙活動 

    ③地域産業の課題に対する積極的な取り組み 

なお、平成２５年度の会員数状況は以下のとおり、正会員５４会員、賛助会員９会員、 

総会員数６３会員となりました。 

 

 平成 24年度末 

  会員数 

  平成 25年度推移 平成 25年度末 

  会員数 入会 退会 

正会員   ５２   ３   １   ５４ 

賛助会員   １０    １    ９ 

特別会員           

  計   ６２   ３   ２   ６３ 

 

・入会 

     正会員   平井株式会社 

     正会員   京セラコミュニケーションシステム株式会社 

     正会員   株式会社オペックス建築事務所 

  ・退会 

    正会員  洛洛ＣＯＭ株式会社     （退会日：平成 25年 4月 1日） 

    賛助会員 西日本電信電話㈱京都支店（退会日：平成 25年 4月 10日）正会員    

  ・新年度入会予定（入会申込書取得済） 

   （ⅰ）創研情報株式会社  （入会日：平成 26年 4月 1日） 

 （ⅱ）株式会社マックス  （入会日：平成 26年 4月 1日） 

   

次ページ以降において、具体的な事業活動について報告いたします。 
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平成２５年度事業報告 

【Ⅰ】定時総会・理事会の開催 

   １．定時総会 

         日  時 平成２５年６月２７日(木)  午後２時から午後３時１２分 

       場 所  京都コンピュータ学院京都駅前校 

           第 1号議案  :  平成２４年度事業報告書及び決算報告書承認の件 

第２号議案  : 平成２４年度公益目的支出計画実施報告書承認の件 

                第３号議案  :  定款変更承認の件 

              報告事項 

１．平成２５年度事業計画書及び収支予算書報告の件 

            ２．理事１名辞任報告の件    

  ２．理事会 

     （１）第１回理事会  

         日 時  平成２５年６月１１日(火)  午３時から午後３時４５分 

            場 所  京都コンピュータ学院京都駅前校  

            第１号議案 平成２４年度 事業報告書及び決算報告書承認の件 

 第２号議案 平成２４年度公益目的支出計画実施報告承認の件 

          第３号議案 定款変更承認の件 

       第４号議案 理事１名辞任承認の件 

         その他 

（２）第２回理事会  

日 時 平成２５年１０月１７日(木) 午後２時～午後２時５５分 

場 所 京都コンピュータ学院京都駅前校新館４階会議室                  

         第１号議案 「わん碗 ONE展」協賛広告承認の件 

          その他 

報告事項 

１．平成２５年度 上半期 各委員会活動報告 

２．平成２５年度 上半期 収支実績報告 

３．事務局報告 

（３）回議理事会 

   日 時 平成２５年１２月１６日(月) 

   場 所 郵送回議 

議案 新入会員の入会承認の件    

【付議案件】新入会員候補:株式会社 オペックス建築事務所（正会員） 

回議をもって審議し、全員異議無く 承認された。     

（４）第３回理事会  

      日  時 平成２６年３月２５日(木) 午後３時～午後４時１５分 

場 所 京都コンピュータ学院京都駅前校新館４階会議室 

  第１号議案 平成２６年度 事業計画書及び収支予算書承認の件 

第２号議案 「第 10 回 IPA ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール

2014」への後援名義使用許可承認の件 

   第３号議案 新入会員の入会承認の件 

  その他（協議事項） 

 ・役員改選案の策定について 

   ・神奈川県情報サービス産業協会との交流会の実施について 
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【Ⅱ】各委員会及び各 WGの事業報告 

１．企画委員会・WG事業報告 

 （１）企画委員会＆理事懇談会 

    ①第 1回企画委員会＆理事懇談会 

日時：平成 25年 4月 1日 (月) 17:00～   会場：カゴヤ・ジャパン㈱会議室 

(1)会員増強WGを活動強化WGに変更する。 

(2)広報WG報告 

(3)ドット京都の取り組みについて 

長谷川会長より KCG が進めている現況やドット京都のポリシーなどについ

て言及があり、意見交換をおこなった。 

(4)佐々木委員長が中心となり車座開催に向け下打合を行なっている旨、報告あり。 

     ②第 2回企画委員会＆理事懇談会 

日 時：平成 25年 5月 8日 (水) 16:00～   会場：㈱ユニシス会議室 

(1)活動強化WG報告 

(2)ドット京都WG：KCGでウーザー対象セミナー（勉強会）を検討している。 

(3)特別企画WG報告：車座懇談会開催の検討 

③第 3回企画委員会（会員増強WG委員会も兼ねる）＆理事懇談会 

        日 時：平成 25年 8月 6日 (火) 19:00～   会場：㈱ユニシス会議室 

(1)活動強化WG報告 

(2)広報WG報告 

(3)イベント連携WG報告 

              ・京都ビジネス交流フェア2014が、2014/2/20～21に予定通り開催されるで、 

それに向けてまさしく今から活動開始する。 

(4)京都ドメインWG報告 

          ・ICANN審査を通過したが、WGとしての活動は無し 

(5)特別企画WG報告 「第２回車座懇談会」の開催報告 

              ・7月 22日に当期第 1回目を盛況のうちに完了。 

            ・報告資料を鋭意作成中→出来上がればホームページにアップする。 

④第 4回企画委員会＆理事懇談会  

日 時：平成 25年 9月 2日 (月) 19:00～   会場：㈱ユニシス会議室 

(1)活動強化WG報告 

           ・９月以降ほぼ毎月イベントが有り、それらに向けてサポートする。 

           ・経営委員会のメンバーが減少。魅力的なテーマも足りないので、各委員会か 

ら講師選定や内容について意見をもらうように促す。 

           ・会場を会員の会社をめぐるなど、会員各社が参加せざるをえないような仕組み 

も検討。 

(2)広報WG報告 

           ・ホームページは事務局長により随時更新。 

             ・京情協のパンフレット増刷。 

             ・逐次更新するのでもっと情報を上げてきて欲しい。 

(3)イベント連携WG報告 

           ・京都ビジネス交流フェア2014（2014/2/20～21開催）を、9月上旬頃に会員企 

業にお知らせ（公募）を行う予定（8～10社程度・28,000円／一社負担） 

(4)京都ドメインWG報告 

           ・ICANNの都合により、2014/4～運用の予定が、2014/7～に延期された。 
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           ・ファウンダーズ・プログラム（立ち上げ時の仕掛け）などの検討。 

           ・9/5夜、.kyoto懇親会の開催（KCG主導） 

(5)特別企画WG報告 

           ・10月下旬より、2014/2の企画を立ち上げる。 

           ・ビル・トッテン氏と何かを掛けあわせられないか色々検討。 

⑤第 5回企画委員会＆特別理事懇談会  

日 時：平成 25年 11月 25日 (月) 17:30～   会場：月心寺 

           (1)活動強化WG報告 

           ・各イベントへの集客をサポートするも、実績は上げられていない。 

        (2)広報WG報告 

           ・ホームページ維持管理。改善名のも検討。 

           (3)イベント連携WG報告 

               ・京都ビジネス交流フェア 2014（2014/2/20～21開催）に京情協グループとして     

参加予定（8～10社程度・28,000円／一社負担） 

(4)京都ドメインWG報告 

           ・京都ドメインへの参加の仕方を探り、有効な参加を目指す。 

(5)特別企画WG報告 

           ・10月下旬より、2014/2の企画を立ち上げる。 

           ・ビル・トッテン氏と何かを掛けあわせられないか色々検討。 

            (6)各委員会・WGの行事予定と進捗状況の報告。 

⑥第 6回企画委員会＆特別理事懇談会 

     日 時：平成 26年 2月 3日 (月) 17:30～   会場：まるへい 

      (1) 活動強化WG報告 

        (2)広報WG報告 

         (3)イベント連携WG報告 

            ・「京都ビジネス交流フェア 2014」（2/20～21 開催）京情協グループ参加決定。 

(4)京都ドメインWG報告 

           ・KCG京都ドメイン担当内藤氏及び今井氏より現況について概要の説明あり。 

(5)特別企画WG報告 

           ・2014/2/24開催予定のビル・トッテン氏を迎えての「車座懇談会」の説明。 

         (6)事務局長より第 3回理事会日程等用検討事項について説明あり。 

 （２）イベント連携WG報告 

    ◆京都ビジネス交流フェア2014（2/20～21開催共同出展報告 

          ・開催日時：平成 26年 2月 20日（木）～21日(金) 

     ・開催会場：京都パルスプラザ 

・出展会員企業：8社 

インフォニック(株)、カゴヤ・ジャパン(株)、けいしんシステムリサーチ(株)、 

(株)システム創見(株)システムプロデュース(株)、中信C&C(株)、バンテック (株)、 

(株)ブリッジコーポレーション  

     ・入場者数 9,200名（2日間計） 

 （３）特別企画WG 

    ①2013第 1回車座懇談会開催報告 

開催日時 平成 25 年 7 月 22 日（月）18 時～ 

会   場 THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO 

京都画壇「竹内栖鳳アトリエ」にて 
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「ジョン万次郎と村上憲郎が時空を越えて“グローバル”を語る」 

～中濱 京 氏 講演～ 

ジョン万次郎の一生から、その後より現在に至るまでの中濱家とホイットフィ 

ールド家の交流を核にした日米交流までを、資料に基づいてお話しいただいた。 

～中濱 京 氏、村上 憲郎 氏 対談～ 

中濱氏の講演から、万次郎特有の発音ベースの英語表記を切り口として、現在 

の英語学習のあり方について語って頂いた。 

～歓 談～ 

参加者も主催者の京情協会員数と同数ほどの一般参加を迎え、会員外交流も今 

までに類を見ないほどのものであったことは特筆すべきである。 

～参加者～65 名（講和ゲスト 2 名・会員参加者： 33 名・一般参加者：29 名） 

    ②2013第 2回車座懇談会開催報告 

開催日時  平成 26年 2月 24日（月）18時より 

会   場 「ちおん舎」（衣棚通三条上る西側） 

～ビル・トッテン氏講演～ 

ビル・トッテン氏の近著でもある「本当はもっとよくなるニッポンの未来」

をテーマに● 税金＝消費税増税● 日本の借金● エネルギー● メディアと

政治の諸問題について熱く語っていただいた。 

～歓談タイム～ 

～フリーディスカッション～ 

＜参加者概要＞45名（講話関係者 2名・会員：33名・般参加者：10名） 

     尚、上記①及び②の開催報告詳細については、協会ホームページに掲載済み。 

    

２．経営委員会・ＷＧ事業報告 

（１）経営委員会 

①第１回経営委員会 

日時：平成 25年 5月 16日（木）17：00～19：00 会場：バンテック株式会社 

（1）景気短観調査 

        （2）府民セミナーの進捗報告 

          （3）経営研究会開催日とテーマ検討 

           (4)事務局連絡事項 

     ②第 2回経営委員会 

日時：平成 25年 9月 19日（木）15：00～17：00 会場：京都コンピュータ学院 

(1) 景気短観調査 

        (2) 府民セミナー報告・本日の研究会内容説明 

(3) 事務局連絡事項 

      ③第 3回経営委員会 

日時：平成 25年 11月 21日（木）15：00～17：00 会場：京都コンピュータ学院 

(1) 景気短観調査 

          (2) 次年度・府民セミナーテーマ検討 

(3) 事務局連絡事項 

④第 4回経営委員会 

日時：平成 26年 2月 20日（木）15：00～17：00 会場：京都コンピュータ学院 

(1) 景気短観調査 

            (2) 26年度経営委員会体制の検討 
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(3) 26年度経営委員会事業テーマの検討 

(4) 事務局連絡事項その他 

（２）府民セミナーＷＧ 

◆府民セミナー開催報告 

     ・日 時： 平成 25年 6月 27日（木）15：30～17：30 

     ・会 場： 京都コンピュータ学院 京都駅前校６Fホール 

     ・テーマ：「トップレベルドメイン.kyotoへの期待とその活用」 

              ～オール京都によるクリーンドメインの創造～ 

     ・講 師：京都情報大学院大学 教授 内藤 昭三 氏 

・主 催：一般社団法人京都府情報産業協会 

・共 催：京都府中小企業技術センター  

・後 援：公益財団法人 京都産業２１、公益財団法人京都高度技術研究所 

京都商工会議所、ＩＴコンソーシアム京都  

     ・ 参加者：335名 

  （３）経営勉強会ＷＧ 

    ① 第１回経営研究会開催報告 

・日時：平成 25年 9月 19日（木）17:00～19:00 

     ・会場：バンテック(株) 

・テーマ :｢助成金改正最新情報セミナー」～助成金を上手に活かして企業経営を～ 

・講 師 : 社会保険労務士  武藤 崇 氏 

・参加者：14名 

      ② 第 2回経営研究会開催報告 

・日時：平成 25年 11月 21日（木）17:00～19:00 

・会場：バンテック(株) 

       ・テーマ :｢消費税増税に備えてセミナー」～増税前後に注意する契約内容について～ 

・講 師 : 税理士法人イデア  ＭＢＡ・税理士 田中 久喜 氏 

・参加者：14名 

３．技術委員会・ＷＧ事業報告 

（１）.技術委員会   

     ①第１回技術委員会 

・日時：平成 25年 4月 9日（火）17：00～ 会場：京都コンピュータ学院１階 

・2013年度事業計画 

           2013年度の大きなテーマは共同（協業）（Ａｌｌ京都）ＷＧ 

           京情協+ＫＣＡ+ＡＳＴＥＭ+京都クラウド・ビジネス研究会（ＡＳＴＥＭ） 

・情報化月間協賛セミナー 開催日候補 10月予定 

2013年度のキーワードの１つ「オープンデータ、ビッグデータ」をテーマに。 

・SE/システム高度化研究会ＷＧ 

京都市役所自治体システムをターゲットとした研究会ＷＧ 

・ＢＰＭＳ、ＢＲＭＳのＷＧ ・京都市自治体システムの仕様ＷＧ 

●技術者の育成及び組織化 

BPMS,BRMSの技術者育成、自治体システム業務ノウハウの育成 

●開発手法、評価方法などの確立  マネージメント企業、人の育成 

●案件規模と企業キャパのミスマッチングを防ぐ  協業力、受託可能企業 

・技術研究会ＷＧ 

上記①のセミナー以降でＲｕｂｙ関連のＷＧが出来ればと考えている。 
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かつ上記②にも絡められるのであれば、よりベターである。 

ただ、単なる勉強会ではなく②と連携を模索する。（今後要検討事項） 

②第 2回技術委員会 

     日 時：平成 25年 5月 14日（火）17：00～ 場所：京情協 事務局 

・情報化月間協賛セミナー開催案の確認 

日時：平成 25年 10月 17日（木）、場所：京都コンピュータ学院京都駅前校ホール 

講師：磯部一郎 氏 ㈱エフビーンズシステムエージェンシー  

テーマ：「オープンデータ・ビッグデータの活用」（仮） 

（推薦理由） 

テーマを「オープンデータ」、「ビッグデータ」とし学問的な側面では無くより 

ビジネス、未来に近く、そして何より非常に判り易く講演をして頂ける点。 

京情協のメンバーだけでなく KCG等の学生にも判りやすく面白いと思われる。 

・ＳＥ/システム高度化研究会ＷＧ 

京都市役所自治体システムをターゲットとした研究会ＷＧ 

1 ＢＰＭＳ、ＢＲＭＳのＷＧ 

2 京都市自治体システムの仕様ＷＧ 

（活動準備 WG） 

初 回：4/23（火）ASTEMにて吉本氏、西氏、岩元氏、清水氏（ASTEM）、桑原氏  

2回目：5/14（火）ASTEM9Fにて 京都市側も出席予定 

日本 BPM協会理事（事務局長）横川省三 氏 

2をＳＥ/高度化研究会で行う方向で進める。 

・技術研究会ＷＧ 1を技術研究会ＷＧで進める方向とする。 

    ③第 3回技術委員会 

      日時：平成 25年 6月 11日（火）17：00～  場所：京情協 事務局 

・情報化月間協賛セミナーについて開催日時及び講演テーマの最終確定再確認 

日時 平成 25年 10月 17日（木）15：30 

場所 京都コンピュータ学院京都駅前校 ホール   

講師 磯部 一郎 氏 (株)エフビーンズシステムエージェンシー 代表取締役 

テーマ 「ビッグデータを活用してビジネスを活性化させる方法」 

・ＳＥ/高度化研究会 

京都市の行政システムの現状～全体構想、そして具体的なサブシステムを題材に 

して要件定義～ＢＰＭ設計に流れていくところを行う。 

３回シリーズ 

         （ⅰ）8/21（水）18：00～20：00  ASTEM10Ｆ、京都市辻係長（予定） 

         （ⅱ）10/9（水）18：00～20：00  ASTEM10Ｆ、京都市辻係長（予定） 

         （ⅲ）12月上旬 18：00～20：00  ASTEM10Ｆ、ASTEM岡田氏（予定） 

・技術研究会 

ＢＰＭツール（Ｃｏｒｄｙｓ）を実際に使用し「ＢＰＭとは」のテーマで 

         画面操作（予定）・チュートリアル（予定）・ＸＰＡＴＨとは（予定）担当 吉本氏 

４回シリーズ予定 担当 ＡＳＴＭ（山田氏） 

（ⅰ）8/28（水）、（ⅱ）9/25（水）、（ⅲ）10/25（金）、（ⅳ）11/15（金）、 

何れも、開催時刻： 18：00～20：00、会場：ＫＣＧ京都駅前校（新館） 

ＰＬ又はＰＬを目指している技術者が望ましいが、以外の方でも受け付ける予定。 

   ④第 4回技術委員会 

     日時：平成 25年 8月 21日（水）17：00～17：20  場所：ASTEM 10F 
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      ・情報化月間協賛セミナーの実施概要の確定と確認 

・ＳＥ/高度化研究会の実施概要の確定と確認 

        ・技術研究会の実施概要の確定と確認 

（２）情報化セミナーWG 

◆情報化月間協賛「京都情報化セミナー」開催報告 

    ・開催日時 : 平成２５年１０月１７日（木）午後３時３０分 ～ 午後５時  

・場   所  : 京都コンピュータ学院京都駅前校６階ホール   

・テーマ  ：「ビッグデータを活用してビジネスを活性化させる方法」 

・講   師  : ㈱エフビーンズシステムエージェンシー 代表取締役 磯部一郎氏 

     ・主 催  ： 一般社団法人京都府情報産業協会 

・共 催 ： 京都府中小企業技術センター    

・後 援 ： 公益財団法人京都産業２１、公益財団法人京都高度技術研究所 

京都商工会議所、ＩＴコンソーシアム京都   

    ・参加料 ： 無料 

    ・参加者 ： 274名(来賓・会員 48名＋一般 56名＋学生 170名) 

（３）ＳＥ/高度化研究会 WG 

◆ＳＥ/高度化研究会開催報告 

    テーマ：BPMに基づくシステム開発手法等に関する講習会の開催について 

～ 技術者向け講習会 ～ 講師…吉本 光希氏（㈱日本電算機標準） 

（ⅰ）8月 28日（水）18：00～19：30  KCG新館 EW24 

サブテーマ…「BPMSをはじめよう」 

（ⅱ）9月 25日（水）18：00～19：30  KCG新館 EW24 

サブテーマ…「BPMSでフォームを作成しよう」 

(ⅲ)10月 25日（金）18：00～19：30  KCG新館 EW24 

サブテーマ…「BPMSで DBアクセスをしよう」 

（ⅳ）11月 15日（金）18：00～19：30  KCG新館 EW24 

サブテーマ…「BPMSについて」 

（４）技術研究会 WG 

◆技術研究会開催報告 

テーマ：BPMに基づくシステム開発手法等に関する講習会の開催について 

～ プロジェクトマネージャー向け講習会 ～ 

（ⅰ）8月 21日（水）17：30～19：00  ASTEM10F 

      講師…辻 史郎氏（京都市情報課推進室） 

サブテーマ…「市役所の業務システムとは（仮）」 

（ⅱ）10月 9日（水）17：30～19：00  ASTEM10F 

講師…岡田 正浩氏（ASTEM） 

サブテーマ…「仕様書作成に当たっての勘所」 

 （５）京都オープンデータ活用イベント「まちづくりにオープンデータは使えるの？」への共催 

   ・日時 平成 26年 3月 23日（日曜日）午前 10時～午後 4時 

・会場 京都御池創生館 地下１階 研修室（中京区御池通柳馬場東入） 

・内容  ○円卓会議 ～オープンデータを知ろう！～（10時～12時） 

オープンデータの意義や有効性を共有することを目的としたオープンデータ 

に詳しい人と詳しくない人による円卓会議。 

 ○アイデアソン ～オープンデータの使い方を考えよう！～（13時～16時） 

あらかじめ設定したテーマごとにグループに分かれ，「こんな情報が，こんな 
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形であれば，こんなことができる！」といった視点で，オープンデータの利活

用について意見交換，アイデア提案を行う。 

【テーマ】①観光・国際交流 ②安心安全 ③環境 ④子育て・教育⑤介護・

福祉・医療 ⑥交通 ⑦文化 ⑧建設・産業 ⑨その他 

・参加費無料 

・主催 ＩＴコンソーシアム京都，京都市，（公財）京都高度技術研究所 

・共催・後援 

  （一社）京都府情報産業協会，京都コンピューターシステム事業共同組合 

 

４. 文化・地域委員会・ＷＧ事業報告 

（１）文化・地域委員会 

①第 1回文化・地域委員会 

日 時：平成 25年 4月 16日(火)  18:30～21:00 

場  所：京 apollo六角（高倉六角）  

＜議題＞ 

・今年度ＷＧの活動スケジュール確認 

・第１回文化施設訪問イベント内容・各担当検討 

・新会員の北野氏、平井氏との顔合わせ 

＜検討された事項＞ 

    ・今年度ＷＧの活動スケジュール 

  ・第１回文化施設訪問イベント内容・各担当 （※日にち・進行は暫定） 

②第 2回文化・地域委員会 

日時：平成 25年 5月 8日(水)  18:00～ 

場所：京都イノベーションオフィス（烏丸蛸薬師 西入）  

＜議題＞ 

・第１回文化イベントについて  

準備の進捗確認、より詳細なスケジュール、講師や会費の検討等をおこなった。 

    また、必要資料と分担の確認を行なった。 

   ・各 WGの進捗状況報告（実績及び予定） 

    ⅰ新春セミナーWG 

    ⅱ商店街」連携 WG 

    ⅲ会員親睦 WG 

    ⅳ五条坂・茶碗坂連携 WG 

③第 3回文化・地域委員会 

日時：平成 25年 7月 24日(金) 18:00～ 

場所：梅の花 京都烏丸店   

＜議題＞ 

・ 秋以降の文化イベントについての企画： 

（平井様の橋弁慶町の古文書についてのイベント、五条坂・茶わん坂連携イベント） 

   ・ 三条商店街へのアプローチ検討  (8/3イベント参加予定) 

④第 4回文化・地域委員会 

日時：平成 25年 8月 29日(木)  18:00～  場所：にこみや 岳 

＜議題＞ 

    ・9月の茶わん坂陶芸体験イベントについて 

⑤第 5回文化・地域委員会 
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日時：平成 25年 10月 18日(木)  18:00～ 

⑥第 6回文化・地域委員会 

日時：平成 25年 11月 28日(木)  15:30～ 

（２）新春セミナーWG 

   ◆新春セミナー開催報告 

    ・日 時 : 平成２６年１月１６日（木）午後４時 ～ 午後５時３０分 

・場  所  : 京都コンピュータ学院京都駅前校６階ホール   

・テーマ ：「次世代農業 Smart Agricultureの動向」  

・講  師  : 慶応大学院ＳＤＭアグリゼミ研究員 名川 知志  氏  

     ・主 催 ： 一般社団法人京都府情報産業協会 

・共 催 ： 京都府中小企業技術センター 

                  京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院 

・後 援 ： 公益財団法人京都産業２１、公益財団法人京都高度技術研究所 

京都商工会議所、ＩＴコンソーシアム京都   

    ・参加料 ： 無料 

    ・参加者 ： 305名(来賓・会員 43名＋一般 16名＋学生 246名) 

   ◆【賀詞交歓会】 

    日 時：平成２６年１月１６日（木） 午後６時００分～午後８時 

    場 所：京都コンピュータ学院京都駅前校６階 ラウンジ   

（３）文化活動 WG報告 

①第１回文化活動イベント実施報告 

    集合日時：平成 25年 6月 29日（土） 9時 45分    

集合場所：ＪＲ琵琶湖線守山駅  ※守山駅から送迎バスに乗車、自家用車は現地集合 

      9：45 守山駅 集合 

10：30  ちゅうずドリームファームにてブルーベリー狩り 

        11：30 ホテルラフォーレにて講演＆ランチ 

        14：00 現地解散  ※守山駅まで送迎バスあり 

     講演内容①：「東北復興に於ける次世代農業の動向」 by名川 知志 氏  

（慶応義塾大学院 ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰ・ｾﾞﾐ研究員） 

   講演内容②：「これからの農業ビジネスとは・・」by高田 治樹 氏演内容 

（株式会社アルバス 取締役・ＩＴコラボレーション推進部部長） 

  参加費：3,000円（ブルーベリー手土産代、昼食・飲み放題付） 参加者：17名 

②第２回文化活動イベント実施報告 

     日時：平成 25年 9月 27日（金）16:00～20:45    

   集合場所 ： 河井寛次郎記念館 京都市東山区五条坂鐘鋳町 56 

      概  要 ： 16:00 集合、河合寛治郎記念館見学 

17:15 東哉(とうさい)にて陶芸家 山田悦央氏解説のもと見学 

17:30 澤村陶哉にて陶芸体験 

19:00 清水坂・京料理 日月庵にて陶芸体験講師の澤村陶哉氏、 

東哉(とうさい)の山田悦央氏による茶わん坂の活動についての紹介 

19:30 ～20:45夕食会兼交流会  

参加費 ：5,000 円 ※陶芸体験費、夕食代込み  参加者：14名 

   ③第 3回文化活動イベント実施報告 

      日時：平成 25年 11月 28日（木）16:00～20:00    

    集合場所 ： 橋弁慶山 町家（－ちょういえ－祇園祭の飾りつけ、山建てを行う建物）   
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    概  要 ：16:00 ～18：00 

       ・祇園祭と橋弁慶山のまつわる講話 

（公益財団法人橋弁慶山保存会相談役 那須明夫 氏） 

        ・古文書および電子化プロジェクトの展示と解説 

（イノベーションオフィス代表取締役 平井嘉人 氏） 

懇親会 18:00～20：00  

参加費 ：4,000 円  参加者：14名 

（４）商店街連携 WG報告 

①三条商店街様へのアプローチ実施報告 

    【目 的】 

    ・昨年度の文化活動イベントにて店舗オーナーや IT責任者の方と関係を築いた三条商 

店との連携・協力の可能性を探るべく、アプローチを実施。 

     平成 25年 8月 3日（土）18：00～19：00  

・三条商店街イベント「屋台村」に参加（参加者数：7名） 

     平成 25年 9月 11日（水）16：00～17：30  

・三条商店街の IT責任者の方と情報交換（参加者数：4名） 

             商店街における IT活用状況および各種活動における現状・課題など幅広くヒアリン 

グするとともに、当協会が連携・協力出来る可能性について情報交換を実施した。 

  （５）五条坂・茶碗坂連携 WG 

    「第 2回わん碗 ONE展」への参加と協賛（広告）の実施報告 

日時 ：平成 25年 11月 1日（金）～11日（月） 

（６）会員親睦 WG 

   ◆京情協・ＫＣＡ合同忘年会（女子プロデュースによる大忘年会）の実施報告 

～素敵な空間で お・も・て・な・し～ 

日時 ： 平成 25年 12月 10日（火）19時～ （受付 18時 30分～） 

場所 ： 伽芽論 <CAMERON>（学校歴史博物館の向かいに佇む町家です） 

会費 ： 7,000円／お一人  参加者：56名 

   


