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**********************************************************************
岐阜県地域情報化産業懇話会が提供する無料の電子情報誌
IIA ニューズレター

第３６号

１９９９年５月２８日（金）発行
＜今号の配信数

７９２件＞

*********************************************************************
======================◆IIA ニューズレター 目次◆====================
○懇話会からのお知らせ（１件）
・平成１１年度総会の開催日時決定！
○ソフトピアジャパンからのお知らせ（３件）
・ベンチャーセミナー ９９のご案内
・平成12年度ソフトピアジャパン共同研究公募のご案内
・ソフトピアジャパン主催研修のご案内
○岐阜県内のビジネス・イベント情報（３件）
・新規開業応援セミナーのご案内 〜岐阜商工会議所〜
・創業支援セミナーのご案内 〜岐阜商工会議所〜
・経営者向けセミナーのご案内 〜岐阜商工会議所〜
=====================================================================
■■■■■■■ 【コンピュータ西暦２０００年問題】 ■■■■■■■
２０００年まで、あと２１７日 今すぐ対策を！！
http://www.softopia.pref.gifu.jp/Project/AD2000
■■■■■（財）ソフトピアジャパン・岐阜県地域情報化相談室 ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*********************************************************************
１．懇話会からのお知らせ（１件）
*********************************************************************
◇◆◇

平成１１年度総会の開催日時決定！

http://gifu‑itmonodukuri.jp

◇◆◇
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平成１１年度の懇話会総会の開催日時が下記のとおり決定いたしました。
詳細については、各会員の皆さんに追って、文書でご連絡いたします。
当日は、記念講演会や他業種にわたる会員が一堂に会しての交流パーティ
ーなども開催する予定です。
記念講演会では、エヌティティ移動通信網株式会社（ＮＴＴドコモ）代表取締役
社長 立川 敬二氏をお招きしてご講演いただきます。
是非、ご参加いただきますようご予定をお願いします。
【日

時】平成１１年７月２２日（木）15:00〜

【場

所】ソフトピアジャパン

セミナーホール

*********************************************************************
２．懇話会会員企業からのお知らせ
*********************************************************************
常時募集しております。懇話会会員の方は、ぜひご投稿ください。
http://web.softopia.pref.gifu.jp/iia/newsletter/toukou.html
E‑mail: konwakai@softopia.pref.gifu.jp
*********************************************************************
３．ソフトピアジャパンからのお知らせ （３件）
*********************************************************************
★ベンチャーセミナー ９９のご案内
ソフトピア・ニュービジネススクール

君が社長だ！

今回も、起業家発掘の一環として、大学生・就職して間もない社会人、さ
らに企業から独立している社会人等を対象に「ベンチャーセミナー ９９」
を開催いたします。
また、講演後には、各講師と参加者のより一層の交流を図るための交流会
を開催いたしますので、是非ご参加ください。
【日時】平成１１年７月８日（木）1４時００分〜1８時３０分
【内容】
◇講演１ 14:10〜15:20
テーマ：「２０００年に羽ばたく起業家たちへ」
講 師：デジタルハリウッド学校長
杉山 知之氏
◇講演２ 15:30〜16:30
テーマ：「不況に勝ち残るベンチャー企業」
講 師：ベンチャークラブ編集長
田北 浩章氏
◇講演３ 16:30〜17:00
テーマ：「私のベンチャー体験」
講 師：ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)代表取締役

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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◇交流会

17:10〜18:30

【会場】ソフトピアジャパンセンター １階セミナーホール
（交流会は１２階レセプションルーム）
【入場料】無料（要整理券）
【対象者】一般・学生
【申込方法】
下記に申込フォームがあります。
http://www.softopia.pref.gifu.jp/event/vsemi/
【問合せ先】
（財）ソフトピアジャパン企画・研修部 起業化推進担当
TEL：0584‑77‑1117
FAX：0584‑77‑1104
E‑mail: kgk@softopia.pref.gifu.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
★平成12年度ソフトピアジャパン共同研究公募のご案内
平成12年度ソフトピアジャパンとの共同研究テーマを公募します。
マルチメディア・情報通信分野や、他分野の情報化、高度化に関する研究
テーマで、ソフトピアジャパンとの共同研究を希望される企業の方は、ふる
ってご応募下さい。
共同研究事業の詳細、参加企業への支援内容等については、下記までお問
い合わせ下さい。
【問合せ先】
財団法人ソフトピアジャパン
研究開発部 研究担当（石田、河瀬、山本）
TEL:0584‑77‑1115 FAX:0584‑77‑1105
E‑mail: rd@softopia.pref.gifu.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
★ソフトピアジャパン主催研修のご案内
＜Ｅｘｃｅｌ９７応用＞
◆日
時
平成１１年６月１５日（火）〜１６日（水）［２日間］
午前１０時〜午後４時４５分（各日とも）
◆受 講 料
１７,０００円
◆締 切 日
平成１１年６月１日（火）
＜Ａｃｃｅｓｓ
◆日
時

ＶＢＡによる業務システム開発＞
平成１１年６月２１日（月）〜２２日（火）［２日間］
午前１０時〜午後４時４５分（各日とも）

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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◆受 講 料
◆締 切 日

１９,０００円
平成１１年６月７日（月）

＜３次元ＣＧ入門 〜Ｒａｙ Ｄｒｅａｍ編〜＞
◆日
時
平成１１年６月２３日（水）〜２５日（金）［３日間］
午前１０時〜午後４時４５分（各日とも）
◆受 講 料
２３,０００円
◆締 切 日
平成１１年６月９日（水）
＜Ｖｉｓｕａｌ
◆日
時
◆受 講 料
◆締 切 日

Ｂａｓｉｃによるプログラミング応用＞
平成１１年６月３０日（水）〜７月１日（木）［２日間］
午前１０時〜午後４時４５分（各日とも）
１４,０００円
平成１１年６月１６日（水）

・お申し込みは、下記から申込書を印刷し、FAX又は郵送でお送りください。
http://www.softopia.pref.gifu.jp/kensyu/format.html
・上記研修のお問い合わせは、平日８：３０〜１７：１５に
ソフトピアジャパン企画・研修部 研修担当まで
Tel:0584‑77‑1113, Fax:0584‑77‑1104
E‑mail: training@softopia.pref.gifu.jp
ホームページで下記講座もご案内しています。
http://www.softopia.pref.gifu.jp/kensyu/index.html
【県民向け】
・パソコン基本トレーニング（Win）６／１４（月）
・ビデオによる自主学習（MAC）
６／１５（火）・１６日（水）
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ入門（Win）
６／２８（月）〜２９日（火）
※【県民向け】の講座は個人名でのお申し込みに限らせていただきます。
********************************************************************
４．岐阜県内のビジネス・イベント情報 （３件）
*********************************************************************
◆新規開業応援セミナーのご案内

〜岐阜商工会議所〜

【日時】平成１１年６月２９日（火）
【内容】
◇第１講

◇第２講

午前１０時３０分〜正午
「創業の心得」
（株）マネジメントブレ―ン代表取締役社長
午後１時〜午後２時３０分
「女性経営者の泣き笑い人生」
歌手・レストラン経営者 上床
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【会場】岐阜商工会議所

２階大ホール

【入場料】無料
【定員】１５０名
【申込先】下記ホームページに申込フォームがあります。
http://www.gcci.or.jp/
【問合せ先】岐阜商工会議所 中小企業相談所
ＴＥＬ058‑264‑2135 ＦＡＸ058‑264‑0336
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
◆創業支援セミナーのご案内

〜岐阜商工会議所〜

【日時】平成１１年７月５日（月）午後１時３０分〜４時３０分
【内容】
◇第１講
「２１世紀は『おんな型経済』の時代
おんな型経済の主役はベンチャー」
経済キャスター
西村 晃氏
◇第２講
「ブライダル業界で勝ち抜くための私の方策」
ブライダルデザイナー
桂 由美氏
【会場】岐阜グランドホテル

ロイヤルホール

【入場料】無料
【申込先】下記ホームページに申込フォームがあります。
http://www.gcci.or.jp/
【問合せ先】岐阜商工会議所 中小企業相談所
ＴＥＬ058‑264‑2135 ＦＡＸ058‑264‑0336
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
◆経営者向けセミナーのご案内

〜岐阜商工会議所〜

★平成１１年６月２２日（火）13:30〜16:30
「中小企業のためのキャッシュフロー経営」
株式会社名南経営ＭＡＳ事業部 永井 晶也

氏

★平成11年7月６日（火）13:00〜17:00
「経営再構築のためのステップ」
中小企業診断士
深沼博美 氏
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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★平成１１年７月１６日（金）13:30〜16:30
「売れるように売れば必ず売れる」
中小企業診断士 大野実雄 氏
【会場】岐阜商工会議所

４階

議員クラブ室

【受講料】無料
【問合せ先】岐阜商工会議所 振興課
ＴＥＬ058‑264‑2135 ＦＡＸ058‑264‑0336
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.gcci.or.jp/
*********************************************************************
５．その他
*********************************************************************
イベント情報等、どなたでもご投稿いただけます。ぜひご投稿ください。
http://web.softopia.pref.gifu.jp/konwakai/newsletter/toukou.html
E‑mail: konwakai@softopia.pref.gifu.jp
========================◆次号原稿の締切◆==========================
■第３７号は、６月１１日（金）発行の予定です。原稿掲載希望の方は、６月
１０日（木）までに下記ホームページから、又は下記アドレスにメールでお
送りください。なお、企業からの情報提供は、岐阜県地域情報化産業懇話会
会員企業様に限らせていただいております。
http://web.softopia.pref.gifu.jp/iia/newsletter/toukou.html
E‑mail: konwakai@softopia.pref.gifu.jp
===========================◆お知らせ◆=============================
■IIAニューズレターの購読中止、アドレスの変更は、現在の登録メールアド
レス、登録名をお書きになって、下記までメールをお寄せください。
E‑mail: konwakai@softopia.pref.gifu.jp
■IIAニューズレターのホームページの投稿、バックナンバーの購読はホーム
ページでできます。
http://web.softopia.pref.gifu.jp/konwakai/newsletter/newsletter.html
■このサービスについての感想、お問い合わせは、岐阜県地域情報化産業懇話
会事務局（担当：遠松・林 連絡先は下記）までお寄せください。
======================================================================
■ 編集・発行：岐阜県地域情報化産業懇話会
〒５０３−８５６９
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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大垣市加賀野４−１−７ソフトピアジャパン企画・研修部内
Tel: 0584‑77‑1117 Fax:0584‑77‑1104
ホームページ： http://web.softopia.pref.gifu.jp/konwakai/
メール：konwakai@softopia.pref.gifu.jp
All rights reserved
=====================================================================
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