平成 27 年５月 20 日（水） 18：30～
神戸市役所１号館 11 階教育室

地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ） 第２回幹事会
１．開会
２．平成 27 年度総会について
日時 平成 27 年５月８日（金）15 時～
場所 ホテルモントレ神戸 ２階 「楼明館」
神戸市中央区下山手通２-11-13（TEL：078-392-7111）
議題等
（１）総 会
15 時～
議案：平成 26 年度事業報告、平成 26 年度収支決算報告、
平成 27 年度事業計画、平成 27 年度収支予算、
規約の改正、役員の変更
（２）セミナー 16 時 45 分～
演題：
「アジアにおけるコンピュータグラフィックスの可能性」
講師：東北大学電気通信研究所
教授 北村 喜文氏
（３）交流会
18 時 30 分～ 場所：Ｇフロア「随縁」
（一般会員・特別会員＝無料、非会員＝4,000 円）
結果概要 参加者 総会 73 人、セミナー87 人、交流会 98 人
（H26：総会 72 人、セミナー102 人、交流会 114 人）
議案
すべて承認
・監査報告の際、監事から以下のコメント
「COPLI 独自でイベントを企画していってはどうか。
」
⇒「予算には入っていないが、今後議論・検討したい。
」
（会長）
・シーグラフやＩＴフェスティバルなど他の事業に関わっていることをアピールする
・神戸市が打ち出しているベクトル（スタートアップ支援など）に関連した事業など
３．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）
・５月 18 日 第２回委員会
(1)平成 27 年度視察のテーマ「IoT」
・国内視察先候補：鎌倉＋横浜、宮崎、徳島県神山町（日程：７月頃までに実施）
⇒ＭＬを活用して５月中に候補地をまとめにいく→６月に募集したい
・海外視察先候補：アジア、シアトル、バンクーバー、オーストラリアなど
（日程：年内に）
(2)平成 27 年度総会について結果報告
(3)その他
今年度のセミナーについて
講師は ISWC2016 神戸関連やソフトバンクが候補。
日本情報化農業研究所で見学・セミナー（第１回を８月頃に）
（今後の予定）
・６月８日 第３回委員会
○ＩＣＴ企業支援委員会
（活動報告）
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・５月 12 日 第２回委員会
(1)本年度委員会継続の確認
(2)就職フェアについて
時間 ５月 22 日（金）13：00～16：00
場所 産業振興センター ２階展示場、３階ホール
参加申込企業は 18 社（うち非会員９社）
(3)インターンシップについて
参加申込企業は５社（５月末まで追加募集、昨年の参加企業に声掛け）
(4)合同社員研修について→神戸電子専門学校 3 名参加申出あり
６月９日（火）13：30～17：00 勤労会館 405 講習室で開催
参加申込企業は４社（引き続き募集）
(5)ビジネスマッチングについて
９月４日（金）午後 国際フロンティア産業メッセの会議室で開催
産振財団との共催を検討
(6)県市発注システム案件の地元企業参加促進
(7)ＨＰＣ研究会
(8)シーグラフアジア 2015
(9)その他
（今後の予定）
・５月 22 日 兵庫・神戸 IT 人材就職フェア 2016
・６月９日 合同社員研修
・６月 12 日 第３回委員会
○地域貢献委員会
（活動報告）
・５月 14 日 第１回委員会
(1) 地域貢献セミナーについて
(2) 子どもスマホ体験教室について（８月頃実施）
灘地区青少協との連携を調整中。会場、コンテンツについて検討
(3) 高齢者向けのタブレット教室について（秋に実施）
(4) その他
（今後の予定）
・６月 日 第２回委員会→日程調整中
○KIT 神戸
・11 月の IT フェス会場で石垣島とインターネット交流を予定
○COPLI U-35
（活動報告）
・平成 27 年 4 月 21 日 第一回定例会（開催場所：神戸情報大学院大学）
・平成 27 年 4 月 22 日 第ニ回定例会（開催場所：神戸情報大学院大学）
・平成 27 年 5 月 13 日 第三回定例会（開催場所：神戸情報大学院大学）
■COPLI U35 企画 2015 年度 第 1 回勉強会＆ワークショップの開催について■
-------------------------------------------------------------------【内容】
VR（仮想現実）
・AR（拡張現実）の世界と VR 体験ワークショップ
【開催日時】
2015 年 6 月 17 日（水）19:00 ～ 20:30（18:30～受付開始）
【場所】
神戸情報大学院大学 学生会館 教室 C（3F）
【講師】
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神戸情報大学院大学 大寺 亮氏
株式会社利助屋 酒井 久伸氏
【参加費】COPLI 会員：無料／非会員：1,000 円（ワークショップ材料費）
※懇親会費は別途実費（3,500 円程度）
【タイムスケジュール】
18:30～受付開始
19:00～19:45 セミナー（大寺氏）
19:45～20:30 ワークショップ（酒井氏）
21:00～
懇親会
【必要費用】
講師料（謝金、ワークショップ開催費を含む）
、懇親会費
【広報活動】
WEB、メーリングリスト、Facebook 広告
COPLI 合同社員研修での紹介
（今後の予定）
・平成 27 年 5 月 27 日 第四回定例会（開催場所：神戸情報大学院大学）
・平成 27 年 6 月 17 日 第 1 回勉強会＆ワークショップの開催
秋にオープンデータのワークショップを開催予定で、次回の幹事会に案を出したい
●27 年度ワークショップについて
現在、応募なし→締め切りを設けず、門戸は開けておく
４．会計報告
○退会申出
【一般会員】星海情報株式会社 ⇒承認
【特別会員】小谷様
⇒承認
○会員の状況確認
【特別会員】公益財団法人新産業創造研究機構
COPLI 会員管理システムから抜け落ちていたため、総会冊子の会員一覧には無いが、
特別会員である
○新規会員について
理化学研究所計算科学研究機構、計算科学振興財団などから地元の企業と組んでやりたいという
提案をいただいている
→特別会員として受け入れる方針
５．その他 討議・報告事項
●事務局会議
・５月 13 日 15：00～ 出席者５人
・次回幹事会の議題について確認
・インターンシップの追加募集についてホームページで告知
●今後のプロモーションについて（ホームページ、チラシ）
（ホームページ）
・COPLI のホームページは文字が多すぎる→動画（ユーチューブ）などの活用
・活動が見えにくい→可視化していく
・委員が委員会のページに投稿できるようにする
・神戸市との関わりを分かりやすくした方がよい
・イベント申込みページに参加者名や人数がわかると参加しやくなるのでは？
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（チラシ）
・P-MODAN 神戸→KIT 神戸、子どもたちの交流→地域間交流
●第１回 SA15 ローカルコミッティ実行委員会
・４月 30 日 18：30～ 出席者 29 人
・実行委員会の目的・事業、構成・メンバー、各活動のグルーピングと代表者の選定等について
・今後の活動について
・シーグラフアジアを盛り上げていくため 10 の活動のグルーピングと代表者を選定した
・実行委員会メンバーはほぼ COPLI
・COPLI としては、SA15 ローカルコミッティの活動の趣旨に賛同・機運を高めていき、活動に参画で
きる者は積極的にしていく
・神戸ビーフは外国人から垂涎の的になっている→神戸牛が味わえるお店の MAP を作成してみては？
６．スケジュール(案)確認
・５月 22 日 兵庫・神戸 IT 人材就職フェア
・６月 ９日 合同社員研修
・６月 17 日 U-35 第１回勉強会＆ワークショップ
・ 月
国内視察（未定）
来年総会日程→平成 28 年５月 13 日（金）
次回 幹事会(原則奇数月の第３火曜と第３水曜を交互)
日程：７月 21 日(火) 18：30～
場所：神戸市勤労会館 307 会議室
／以上
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