〇日時：平成 26 年９月 16 日（火）18：30～
〇場所：勤労会館 307 会議室

地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ） 第４回幹事会
１ 開会 会長あいさつ
２ 委員会・ワークショップについて
●委員会からの報告
○交流・視察委員会
（活動報告）
８月 18 日 第５回委員会
海外視察検討
セミナー企画検討
８月 29 日 第１回 COPLI セミナー
日時
８月 29 日（金）18：30～19：45
場所
勤労会館 405 講習室
交流会
20：00～ 「呑み処 喰べ処 海釣り」
参加者
セミナー29 人（うち会員外 9 人）
、交流会 19 人
９月８日 第６回委員会
海外視察検討（現地で総選挙があるため、日程再調整。１月末～２月初めを候補）
セミナーについて
第２回 COPLI セミナー
講師
大橋 秀行氏（経済産業省 商務情報政策局 審議官（IT 戦略担当）
）
日時
10 月 17 日（金）18：00～19：30
場所
勤労会館 405 講習室
交流会 19：45～ 場所未定
テーマ （仮）オリンピックに向けて神戸の ICT 企業に期待すること
第３回 COPLI セミナーは昨年同様、IT フェス内で開催する予定
（今後の予定）
10 月 14 日 第７回委員会
12 月
新規会員との交流会兼忘年会。10 日、11 日、12 日で調整予定。
現在、新規会員に日程照会中
○ＩＣＴ企業支援委員会
（活動報告）
県市発注システム案件の地元企業参加促進：会員へのメールでの情報配信 10 件(26 年度累計 25 件)
・情報配信の効果（応募や受注状況）を検証していきたい
インターンシップ
参加企業８社、申込学生 11 人（全員受入）
。９月にかけて、各社で受入予定。
８月 26 日 第５回委員会
インターンシップ状況報告
ICT ビジネスマッチング企画検討
シーグラフアジア 2015 の日本開催決定
９月５日 ICT ビジネスマッチング
時間 13：00～16：30
場所 神戸国際展示場 2 号館 2 階 2B 会議室（
「国際ﾌﾛﾝﾃｨｱ産業ﾒｯｾ 2014」会場内）
内容 参加 38 社、マッチング実施件数 70 件
（今後の予定）
10 月２日 第６回委員会
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２月に予定していた就職フェアは、解禁スケジュールが後ろ倒しになるのに合わせて５月に開催
○地域貢献委員会
（活動報告）
７月 22 日 第３回委員会
親子スマホ体験教室企画検討
高齢者向のタブレット教室企画検討
８月６日 親子スマホ体験教室
時間
13：00～16：00
場所
BRANCH 神戸学園都市
参加者 13 組 29 名（大人 13 名、子ども 16 名）
協力
垂水区青少協（参加者確保）
、垂水区役所（青少協との調整）
、
BRANCH 神戸学園都市（場所の提供、イベントの併催）
、
まちづくりスポット神戸（場所の提供）
８月 25 日 第４回委員会
親子スマホ体験教室結果報告
高齢者向のタブレット教室企画検討
（兵庫勤労市民センターで開催されたシニアスマホ教室の見学報告）
会場に Xbox と血圧計を準備し、看護士とテレビ電話を体験してもらう予定
（今後の予定）
10 月７日 第５回委員会
11 月頃
高齢者向のタブレット教室
３月 に地域貢献セミナーを開催予定
○P-MODAN
（活動報告）
８月 18 日 イベント内容の検討
○COPLI U-35
（活動報告）
８月 12 日 第６回委員会 定例会
交流会（8/24）内容の検討
10 月イベントの草案
８月 24 日 第７回委員会＆第２回交流会 BBQ パーティ
コンセプト COPLI の活動実態や社外コミュニティを知る
場所
須磨海岸 海の家バリビーチハウス
実施内容
BBQ による交流、ビーチバレー大会など
参加者
15 人
９月 10 日 第８回委員会 定例会
1) 幹事会報告について
・2014 年度第 2 回イベント（交流会）の開催報告
参加者は、15 名（各ワークショップ代表者を含む）
参加人数、イベント内容等は、ホームページ掲載情報を参照
・集客に対する課題
状況：内輪だけで盛り上がっている
原因：日曜日に出かけるのは億劫、コンテンツに魅力を感じない、そもそも
情報が届いていない
確認：どのようなイベントであれば参加し易いかをヒアリング
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2) 2014 年度第 3 回イベント（予定）の企画について
・以下の方針で進めて良いか、幹事会で承認を得る →承認
コンセプト：雑談力、話し方、相手に気にいられるコミュニケーション力
向上（懇親会での実践編を含む）
開催時期：10 月下旬～11 月上旬
開催曜日：平日 18 時以降
時
間：1 時間半
必要経費：講師謝金(2 万円）
、講師懇親会費、会場費（5 千円）
備
考：経費の目安は、COPLI ワークショップ規程を参考とした。
・スケジュール
9/16
：幹事会報告（方針説明）
～9/27 ：候補者をメーリングリストに流す（ラジオ MC、アナウンサー、等）
10/1
：講師選定会議（場所：神戸情報大学院大学、時間：19 時～）
～10/8 ：講師打診＆講演内容確定
～10/14 ：パンフレット作成
10/15～ ：広報開始
・備考
会場費を抑えるために、大学院施設などを会場として利用する方向で調整
3) 次回会議までのタスク
・条件に合う講師候補者をメーリングリストに共有する（幹事会での承認後）
・集客に対する課題を解決するため、その原因を確認する（ヒアリングの実施）
（今後の予定）
10 月１日 第９回委員会 定例会
●ワークショップの状況報告
①近距離無線通信 ibeacon を活用したターゲットマーケティングの研究（市成）
これから ibeacon の試験端末（1,000 円程度）を購入し、研究していく
②大手乗り換えサイト等を活用した地域活性化の研究（藤岡→嶋）
HINT の役員変更に伴い、WS 代表を変更
乗り換えサイトを集約できないか考えている
③SNS 研究会（辻村）
④音声認識と感情認識で進化するユーザインターフェースの研究（武部）
感情認識が TV に取り上げられ、講師が多忙になり呼べなくなった
ペッパー（感情認識ロボット）を題材に研究していく
３ 会計報告
・プロジェクト事業費の進捗が悪いので、積極的に活用してください（事務局）
・例えば、交通費は学生スタッフに使ってよいなどの基準があれば使いにくさが解消されると思う。
・ワークショップは企画書に基づいて支出をお願いします（事務局）
○会費未納団体について
※９月末に催促予定。
○入会申込
アクセンチュア㈱様（７月 25 日、幹事会メールにて承認済）
４ その他 討議・報告事項
●｢SIGGRAPH ASIA 2015｣について
・ローカルコミッティ（地元産学官から構成される組織）が設立されるので協力していきたい
・まだ組織が立ち上がっていないため、どんな役割かも何をするのかもわからない状態
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●神戸電子専門学校からの職業教育専門課程における｢教育課程編成委員会｣委員就任報告
（委嘱者は永吉副会長、山本事務局長。期間は平成 27 年３月 31 日まで。
）
●神戸 IT フェスティバルについて
・今年で 4 回目の開催。併せて COPLI セミナーを実施。COPLI に共催をお願いしたい。
●後援報告（いずれも事務局長決裁済）
○日本 IT ストラテジスト協会オープンフォーラム（日本 IT ストラテジスト協会主催）
日時
９月 20 日 13：00～17：00
場所
甲南大学岡本キャンパス
テーマ ｢ビジネスを活かす IT｣
○平成 26 年度地域情報化支援セミナー（兵庫ニューメディア推進協議会等主催）
日時
10 月６日 13：30～16：45
場所
兵庫県農業会館
テーマ ｢マイナンバー制度のしくみと対策｣｢『大阪イノベーションハブ』の取組み｣
●兵庫ニューメディア推進協議会 30 周年記念事業の実施について
日時
11 月 17 日、14:00～17:30（交流会 17:45～19:30）
場所
ANA クラウンプラザホテル
テーマ 「災害時におけるメディアの役割～情報の空白を埋める～」
シンポジウム、交流会とも無料
●事務局会議
日時 ９月８日 13：00～ 出席者６人
内容 次回幹事会の議題について確認
５ スケジュール(案)確認
９月 20 日
日本 IT ストラテジスト協会オープンフォーラム
10 月６日
地域情報化支援セミナー
10 月 17 日
第２回 COPLI セミナー
11 月 28・29 日 神戸 IT フェスティバル
11 月
高齢者向けタブレット教室
12 月
新規会員との交流会兼忘年会
６ 閉会 多井副会長あいさつ
次回 幹事会(原則奇数月の第３火曜と第３水曜を交互)
日時 11 月 19 日（水）18：30～
場所 神戸市役所１号館 11 階教育室
／以上
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