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（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 
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テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 



2 0 1 5 年 1 0 月 3 0 日 

 

（報道発表資料）  

 

(公財)日本電信電話ﾕｰｻﾞ協会 

 東日本電信電話株式会社 栃木支店  

      

平成２７年度「ＩＣＴセミナー」の開催について 

 

（公財）日本電信電話ユーザ協会栃木支部（支部長：北村 光弘 宇都宮商工会議所 会頭）では、 

東日本電信電話株式会社 栃木支店（支店長：長谷川 達彦）の後援により、2015 年 11 月 5 日（木）に 

各企業の経営者・事業主等を対象に「ＩＣＴセミナー」を開催いたします。 

講演は二部構成で、第一部は「一歩先をゆく経営を実現しませんか？」をテーマに、（株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ

取締役 オフィスカネコ代表 兼子 俊江 氏をお迎えして講演をいただきます。 

第二部は、時事通信社 解説委員 田崎 史朗 氏をお迎えして「日本の政治・経済は良くなるのか」を

テーマに講演をいただきます。 

一部講師の兼子氏は、中小企業診断士 上級システムアドミニストレータ 大学非常勤講師（情報科目

担当）の傍ら、2003 年、経営コンサルタントとして独立。ＩＣＴサービス導入事例紹介セミナーなどの講師を

務め、経営者が目指すところを共有し、経営者サイドに再発見を促すコンサルティングを実践している。 

二部講師の田崎氏は、ＴＢＳ系列「朝チャンサタデー」「ひるおび」「ニュースキャスター」・テレビ朝日系 

「グッド！モーニング」「金曜コメンター」「報道ステーション」など、時事通信社解説委員として、時事の解説

を担当として活躍中で、幅広い知識で日本の政治・経済の現状と展望について、タイムリーな話題を交え 

ながら、わかりやすくお話しいただきます。 

なお、当日のセミナー会場では、地域企業様のご協力のもと、①クラウドソリューション、②セキュリティ･

映像ソリューション、③安心・安全ソリューション、④オフィスソリューションをご紹介する「展示コーナー」を 

設けます。企業の情報化が進展しているなか、各企業のお役にたてれば幸いです。 

詳細については、以下のとおりです。 

 

 

1．開催日時    ２０１５年１１月５日（木） 

（1） 講演会  １３：３０～１７：００ （受付：１３：００～） 

・第一部 １３：３０～１５：００ 

・第二部 １５：３０～１７：００ 

（2） 展示会   １３：００～１７：３０ 

 

2．会   場    宇都宮グランドホテル 1 階「平安の間」 

 

3．講 演 会    （1）第一部 

①演題   『一歩先をゆく経営を実現しませんか？』 

②講師  （株）Ｂ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ 取締役 オフィスカネコ代表  兼子 俊江 氏 
 

（2）第二部 

①演題   『日本の政治・経済は良くなるのか』 

②講師   時事通信社 解説委員  田崎 史郎 氏  



4．展示内容     各種ＩＣＴ関連最新ソリューションの紹介 

（1） クラウドソリューション 

・クラウド基盤を利用した各種商品のご紹介 

（2） セキュリティ･映像ソリューション 

    ・遠隔地との映像・音声のコミュニケーション手段を提供するセキュリティ映像 

ソリューション 

（3）安心・安全ソリューション 

・災害時や不測の事態から企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を支援する安心・安全 

ソリューション 

               （4） オフィスソリューション 

・オフィスのＩＣＴ化に役立つ商品をご紹介 

 

5．参 加 費    ３，０００円（ユーザ協会会員は無料） 

 

6．主    催    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

 

7．後    援    宇都宮商工会議所、東日本電信電話株式会社栃木支店、 株式会社、ＮＴＴドコモ 

栃木支店 

 

8．問合せ先    （公財）日本電信電話ユーザ協会 栃木支部 

                  電話 028-637-1205 

 

以  上 


