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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３７号

１９９９年６月１１日（金）発行
＜今号の配信数

７９３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（４件）
・「マルチメディア＆ＶＲメッセぎふ ９９」出展社セミナーのご案内
・ベンチャーセミナー ９９のご案内
・平成１０年度ソフトピアジャパン共同研究成果報告会
・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（２件）
・「建設ＣＡＬＳ／ＥＣ講演会 ９９」のご案内
・岐阜大学公開講座のご案内
「岐阜県におけるマルチメディアとバーチャルリアリティの現状と将来」
=====================================================================
■■■■■■■ 【コンピュータ西暦２０００年問題】 ■■■■■■■
２０００年まで、あと２０３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
*********************************************************************
会社案内、新製品・新商品のご紹介、イベント・セミナーのご案内など
どんな情報でもＯＫです。
懇話会会員の方は、ぜひご投稿ください。
http://web.softopia.pref.gifu.jp/konwakai/newsletter/newsletter.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）
*********************************************************************
★「マルチメディア＆ＶＲメッセぎふ
☆☆☆

９９」出展社セミナーのご案内

出展社セミナー受講者募集

☆☆☆

事前申込制

第３回目となる今回は、「デジタル・ネットワークが拓く次世代ビジネス
」をテーマに、７月２２日（木）、２３日（金）の２日間にわたり、ソフトピア
ジャパンを主会場にして開催します。
国内外の８１社・団体が最新ＩＴを紹介する展示会をはじめ、出展社による
セミナーが開催されますので、ぜひ、ご参加ください。
【会場】ソフトピアジャパンセンター１０Ｆ・会議室
●プレゼンテーションセミナー 受講無料
◇７月２２日(木）
◆13:30〜14:30
【ｾﾐﾅｰ1】（株）イマオコーポレーション
ＣＧ・ＶＲによるﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
／３ＤＳｔｕｄｉｏ ＶＩＺ＆ＥＯＮ製品セミナー
【ｾﾐﾅｰ2】（株）創業
「光デジタル総合映像伝送システムＤＶ６０００の適用例」

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【ｾﾐﾅｰ3】ナカシャクリエイテブ（株）
「情報公開を控えた官公庁・自治体の文書管理のあり方」
◆15:30〜16:30
【ｾﾐﾅｰ4】ＮＥＣソフトウェア中部
「ＭＥＧＡＴＥＣＨＳ パソコン見張り番」によるＴＣＯ削減
【ｾﾐﾅｰ5】（株）大林組
「大林組デジタルアーカイブと黒澤明デジタルミュージアム」
【ｾﾐﾅｰ6】十六コンピュータサービス（株）
音声自動入力ソフト（Via Voice）を用いたパソコン入力の活用
方法、事例集の紹介
◇７月２３日（金）
◆10:30〜11:30
【ｾﾐﾅｰ7】（株）インフォマティクス
最新ＧＩＳ動向 〜インターネット時代のＧＩＳ〜
◆13:30〜14:30
【ｾﾐﾅｰ8】大日コンサルタント（株）
建設ＣＡＬＳに対応した公共事業計画支援サービス
【ｾﾐﾅｰ9】ナカシャクリエイテブ（株）
パソコンによる図書館情報管理システムの紹介
【ｾﾐﾅｰ10】（株）ミロク情報サービス
キャッシュフロー会計を中心とした「これからの経営情報システム」
◆15:30〜16:30
【ｾﾐﾅｰ11】スイテック（株）「インターネット利用の基幹業務」
【ｾﾐﾅｰ12】富士通（株）「Ｌｉｎｕｘ」への取り組み
●テクニカルセミナー 受講有料
◇７月２２日（木）15:30〜16:30
【ｾﾐﾅｰ13】（株）電算システム（受講料２，０００円）
「ネットワークセキュリティーの重要性について」
◇７月２３日（金）13:30〜14:30
【ｾﾐﾅｰ14】富士通（株）（受講料１，０００円）
「介護サービス事業者向け支援セミナー」
●主催者セミナー
受講無料
◇７月２２日（木）13:30〜14:30
【ｾﾐﾅｰ15】Sea Phone Co.,Ltd.「SeaPhone 3D Display」
◇７月２３日（金）10:30〜11:30
【ｾﾐﾅｰ16】Asia‑Links Media
「シリコンバレーのベンチャー成功の秘訣を語る」
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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■受講申し込み方法
Ｅ−ｍａｉｌでセミナー番号、氏名、年齢、勤務先（会社・団体名、部署、
住所、電話番号）、自宅へ受講券送付希望の場合はその住所を明記の上、７
月１２日（月）までに下記事務局までお申し込みください。
定員となり次第締め切らせていただきますので、あらかじめご了承下さい。
■問い合わせ先
マルチメディア＆ＶＲメッセぎふ実行委員会事務局
（財）ソフトピアジャパン 国際部内
E‑mail: mmvr@softopia.pref.gifu.jp
TEL：0584‑77‑1112
FAX：0584‑77‑1136
http://www.softopia.pref.gifu.jp/event/mmvr/top.html
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
★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！

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 石淵
（ソフトピアジャパン入居企業）
◇交流会

耕一氏

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://gifu‑itmonodukuri.jp
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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１０年度ソフトピアジャパン共同研究成果報告会
【日時】平成１１年７月２２日（木）、２３日（金）
【内容】 ７月２３日（金）に、平成１０年度ソフトピアジャパンが企業・
大学と行った共同研究について、各テーマ毎にその成果報告
の発表・講演を行います。
７月２２日（木）、２３日（金）の両日、成果発表のデモンストレ
ーションも同時に行う予定です。
【会場】ソフトピアジャパンセンター

１階セミナーホール

【入場料】無料
【対象者】一般、企業
【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/CRreport/
【連絡・問合せ先】財団法人ソフトピアジャパン 研究開発部
担当：吉川・小出・山本・小川
TEL:(0584)77‑1115
FAX:(0584)77ー1105
E‑mail: houkoku@softopia.pref.gifu.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
★ソフトピアジャパン主催研修のご案内
＜インターネット・ホームページ入門（ウィンドウズ版）【県民向け】＞
【日 時】平成１１年６月２８日（月）〜２９日（火）［２日間］
午前１０時〜午後４時４５分（各日とも）
【受講料】４，０００円
【締切日】平成１１年６月１４日（月）
＜Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃによるプログラミング応用＞
【日 時】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）
【受講料】１４，０００円
【締切日】平成１１年６月１６日（水）
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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＜実用インターネット入門＞
【日 時】平成１１年７月５日（月）
午前１０時〜午後４時４５分
【受講料】９，０００円
【締切日】平成１１年６月２１日（月）
＜実践ホームページ作成＞
【日 時】平成１１年７月６日（火）〜７日（水）［２日間］
午前１０時〜午後４時４５分（各日とも）
【受講料】１５，０００円
【締切日】平成１１年６月２２日（火）
＜パソコン基本トレーニング（ウィンドウズ版）【県民向け】＞
【日 時】平成１１年７月８日（木）〜９日（金）［２日間］
午後６時〜午後９時（各日とも）
【受講料】３，０００円
【締切日】平成１１年６月２４日（木）
＜Ｊａｖａプログラミング入門＞
【日 時】平成１１年７月１２日（月）〜１３日（火）［２日間］
午前１０時〜午後４時４５分（各日とも）
【受講料】１８,０００円
【締切日】平成１１年６月２８日（月）
※【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。
・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
ホームページでもご案内しています。
http://www.softopia.pref.gifu.jp/kensyu/index.html
********************************************************************
４．岐阜県内のビジネス・イベント情報 （２件）
*********************************************************************
◆「建設ＣＡＬＳ／ＥＣ講演会

９９」のご案内

【日時】平成１１年６月２１日（月）13:00〜16:00
【会場】ソフトピアジャパンセンター（ソピアホール

３Ｆ）

【参加費】無料

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【内容】
◇開会挨拶

岐阜県知事

梶原

拓氏

◇「建設ＣＡＬＳ／ＥＣの導入について」
鹿島建設（株）専務取締役 庄子 幹雄氏
◇「設計・工事管理のデジタル化とＦＭについて」
（株）プランテック総合計画事務所 所長 大江

匡

氏

【申込方法】
直接会場へお越しください。
お席に限りがありますので、満席の場合はご了承願います。
【お問い合わせ】岐阜県基盤整備部建設管理政策課
TEL:(058)272‑1111（内線3646）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
◆岐阜大学公開講座のご案内
「岐阜県におけるマルチメディアとバーチャルリアリティの現状と将来」
本講座では、地元で活躍している産官学の第一線の方々を講師陣に迎え、
具体的な事例を織り交ぜてマルチメディアとＶＲの取り組みに関する現状に
ついて講義していただきます。
また、平成９年３月に完成したバーチャルシステム・ラボラトリー（ＶＳＬ）の
見学会、ホームページ等の利用に関する実習等を通して、来るべき２１世紀
においてはマルチメディアとＶＲが我々の生活の中でどの様に利用されて行
くであろうかについて考えます。
ぜひ、ご参加ください。
【場所】岐阜大学工学部２Ｆ２０１番教室、応用情報学科７Ｆ計算機室等
【日時】平成１１年７月２１日（水）〜２２日（木）
◇７月２１日（水）
9:00〜 9:10 開講式
9:10〜10:10 講義「身近なマルチメディアの利用例」
10:10〜11:10
「ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ〜ｹﾞｰﾑの将来〜」
11:10〜12:10
「立体視映像の撮影，編集，上映の実際」
13:10〜16:10 実習「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを見てみよう・ｹﾞｰﾑを作ってみよう」
◇７月２２日（木）
9:00〜10:00 講義「ソフトピアジャパンの国際化戦略」
10:00〜11:00
「ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄの表現手法について」
11:00〜12:00
「視覚映像と光感受性発作」
13:00〜14:00
「ＶＲ環境での人間の動作解析によるﾛﾎﾞｯﾄ教示」
14:00〜15:00
「岐阜大学ＶＳＬにおけるＶＲ研究の紹介と
国際学会の取り組み」
15:10〜16:30 ＶＳＬ見学
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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16:30〜16:50

閉講式

【受講対象者】市民一般
【定員】５０人
【受講料】６，５００円
【問合せ先】岐阜市柳戸１番１ 岐阜大学工学部庶務係
TEL 058‑‑293‑2365
*********************************************************************
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/newsletter.html
E‑mail: konwakai@softopia.pref.gifu.jp
========================◆次号原稿の締切◆==========================
■第３８号は、６月２５日（金）発行の予定です。原稿掲載希望の方は、６月
２４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/konwakai/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
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/
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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メール：konwakai@softopia.pref.gifu.jp
All rights reserved
=====================================================================

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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