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┏━ 今回の目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃ 
┃◎イベント・募集情報等 
┃ 
┃  ［1］平成３０年度 高度 IT 人材創出・育成研修のご案内 
┃ 
┃  ［2］えひめ ICT トレンドセミナーのご案内（無料） 
┃ 
┃  ［3］事業承継セミナーのご案内（無料） 
┃ 
┃  ［4］愛媛県からのお知らせ（奨学金返還支援制度等） 
┃ 
┃   ※  チョッと〝一服〟⑩ ～話の彩りに～ 
┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
─[イベント・募集情報]───────────────────────────── 
 
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃◆┃［1］平成３０年度 高度 IT 人材創出・育成研修のご案内 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 高度化する情報関連産業のニーズを踏まえ、実践かつ即戦力として活躍できる人材を育 
成するため、愛媛県の補助を受け、IT 技術者の実務・技術両面のスキルアップにつながる 
高度ＩＴ人材創出・育成研修８講座を実施します。 
 なお、本事業には、賛助会費収入を財源として充てています。 
 
1【講座名】会社の競争力を高めるビッグデータ分析 
 【実施日】2018 年 8 月 30 日（木）～31 日（金）2 日間 
 【概 要】本講座では経営課題や顧客ニーズを読み解く分析能力を習得する 
         ことを目的としています。具体的には身近にあるエクセルを使って 
         データ分析を行い、またその際に必要となる基本的な統計知識も併 
         せて学習します。 
           さらに、エクセルではできない高度な分析をフリーの統計解析ソ 
         フト「Ｒ（アール）」を使って行えるようにします。 
 
2【講座名】ＩＴ技術者のための問題解決力 
 【実施日】2018 年 9 月 26 日（水）～27 日（木）2 日間 
 【概 要】自動車メーカー等で使われている問題解決のスキル、すなわち、 
         問題発見、真因追求、解決策立案のスキルとそれらを A3 一枚にまと 
         めて、ストーリー立てた説明により周囲を動かすスキルを IT 業界に 
         アレンジして提供します。 
           実際の職場における問題・課題を扱いながらグループディスカッ 
         ションを繰り返すことによりファシリテーション能力を向上させま 
         す。 
 
3【講座名】IoT の動向把握とビジネス創造 
 【実施日】2018 年 10 月 3 日（水）～4 日（木）2 日間 
 【概 要】IoT ビジネスを検討している企業の中堅層や IT 技術者向けに、IoT 
         の最新動向を理解します。さらに、LEGOR SERIOUS PLAYR メソッド 
         とデザイン・シンキングのプロセスを用いて、ビジネス・アイデア 
         をイメージ化し、具体的にビジネスを検討します。 
 
4【講座名】ＩＴ技術者が知っておきたいネットワークセキュリティ対策 
 【実施日】2018 年 10 月 9 日（火）～10 日（水）2 日間 
 【概 要】企業のネットワークシステムにとって脅威となる、不正アクセス 
         攻撃、情報漏えい、コンピュータウィルス被害など、その技術的な 
         手法や動作などを理解し対策する方法を学習する研修です。 



 
5【講座名】Raspberry Pi による IoT ことはじめ 
 【実施日】2018 年 11 月 7 日（水）～9 日（金）3 日間 
 【概 要】Raspberry Pi 3 を使って、Raspbian(Linux)のインストールから 
         環境設定、Linux の基本コマンド、Python という言語を使って GPIO 
         ピンに接続したパーツ（LED、モーター）を制御、そしてネットワ 
         ークで HTTP を介して Raspberry Pi をコントロールする知識を習得す 
         る研修です。 
 
6【講座名】ネットワーク運用管理実践 
 【実施日】2018 年 12 月 17 日（月）～18 日（火）2 日間 
 【概 要】社内外のシステムを管理するための基本を学びます。 
         管理者のスキルや経験に依存するのではなく、管理するために必要 
         な情報を整理し、日々の運用のなかで行うべき作業を体系的に学び 
         ます。また、管理するための情報を正しく取得するために、ネット 
         ワークの仕組みを正しく理解し、スキルを身に付けます。 
 
7【講座名】Python によるディープラーニング入門 
 【実施日】2019 年 1 月 16 日（水）～17 日（木）2 日間 
 【概 要】第４次産業革命の主役の一つである AI について、そのキーワード 
         である機械学習とディープラーニングの基礎を Python 言語を使いな 
         がら学習します。 
           Google がオープンソースで公開している TensorFlow を使ってディ 
         ープラーニングとはどんなものかを体験します。 
 
8【講座名】ＩＴ業界におけるニーズ把握と提案 
 【実施日】2019 年 2 月 21 日（木）～22 日（金）2 日間 
 【概 要】システムの最上流である企画の部分にクローズアップして、1 枚 
         ものの簡単な企画提案書を作成し、提案営業等を実施できるスキル 
         を具体的な演習を通じて身につけます。 
           また、顧客の真のニーズを見つけ出し、「顧客との接触の仕方」、 
         「顧客ニーズの引き出し方」、「顧客が真に望む解決案の提示」と 
         いったスキルを習得し、顧客の心をつかむＩＴソリューションを提 
         示する方法を研修します。 
 
※各講座共通 
【場 所】テクノプラザ愛媛 
【定 員】各講座 15 人（受講申込書により申込必要） 
【受講料】2 日間 15,000 円/人、3 日間 22,500 円/人（テキスト代込） 
 
※詳細ＵＲＬ：http://www.ehime-iinet.or.jp/it/1054 
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┃◆┃［2］えひめ ICT トレンドセミナーのご案内（無料） 
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えひめ IT フェア 2018 えひめ ICT トレンドセミナー（無料）のご案内 
 
 2000 年から開催されている「えひめ IT フェア」が、今年はセミナーを充実し、「えひめ 
ICT トレンドセミナー」として、「IoT と AI が社会を変える」をメインテーマに開催されま 
す。 
 様々なセミナーへの聴講参加、関連展示の参観をワンストップで行えますので、ぜひお 
越しいただき、変化する社会とその変化の詳細を知り、次代に向かう新たな発想を得てく 
ださい。皆さんの来場をお待ちしております。 
 入場無料、各種セミナーは当日参加も可能ですが、座席数には限りがありますので、事 
前のご登録をお勧めします。 
 
※詳細ＵＲＬ：http://www.ehime-it.jp/2018/ 
 
〇日 時 平成３０年７月２５日（水） ９：２０～１７：００（開場９：００） 
            ２６日（木）１０：００～１６：３０（開場９：００） 
〇場 所 松山市総合コミュニティセンター（松山市湊町７丁目５番地） 
〇内 容 基調講演 スーパーコンピュータで魔球が創れるか？ 
      ～流れの数値計算と人体の動力学解析で野球のピッチングを変える～ 



      講師 姫野 龍太郎氏（理化学研究所 情報システム本部 研究科発部門） 
      ICT がどんどん分かる！セミナーを多数開催 
      多彩な IT ソリューションを紹介する展示 
〇主 催 えひめ IT フェア実行委員会 
     ［ 構成：愛媛県 IT 推進協会、総務省四国総合通信局、愛媛県、松山市、 
          四国情報通信懇談会、（公財）えひめ産業振興財団 ］ 
〇後 援 愛媛県商工会議所連合会、愛媛県商工会連合会、愛媛県中小企業団体中央会、 
     愛媛経済同友会、愛媛県経営者協会、愛媛県情報サービス産業協議会、 
     松山商工会議所、愛媛新聞社、NHK 松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、 
     あいテレビ、愛媛朝日テレビ、FM 愛媛、愛媛 CATV 
 
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃◆┃［3］事業承継セミナーのご案内（無料） 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆日本Ｍ＆Ａセンター中四国営業所開設記念 事業承継セミナーのご案内（無料） 
 企業規模は問いません！経営者のみなさま、ぜひご参加ください！ 
 これから事業承継の準備をしたい、Ｍ＆Ａに興味がある方などに向けたセミナーを開催 
します。 
 セミナー当日終了後、無料個別相談があります。希望者の方はよろしくお願いいたしま 
す。 
※詳細ＵＲＬ：https://www.nihon-ma.co.jp/seminar/chushikoku18/ 
 
〇日 時：平成３０年８月１日（水）１５：００～１８：００ 
〇場 所：松山全日空ホテル「エメラルドルーム」 松山市一番町 3-2-1 
 
〇講 師（第一部）：株式会社日本Ｍ＆Ａセンター代表取締役 三宅 卓 氏 
 「中小企業Ｍ＆Ａ“本当の”成功ノウハウ 社員・家族を幸せにできるＭ＆Ａとは？」 
 
〇講 師（第二部）：株式会社因幡うどん 前社長 竹﨑 敏和氏 
 「老舗うどん屋さんと世界展開の上場企業事業承継が実現！その結果老舗うどん屋さん 
は更なる発展を…」 
 
〇申 込：ＦＡＸまたは電話でお申込みください。 
〇主 催：株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 
〇後 援：伊予銀行、愛媛銀行 
〇後 援：白石功税理士事務所、税理士私法人ジャパン・ビジネスパートナーズ、 
高田勝人税理士事務所、株式会社ＴＫＣ和田経営センター、西原経営税務会計事務所、 
野中経営グループ、税理士法人ビジネスソリューションズ 
■問い合わせ 
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 戦略セミナー事務局 
ＴＥＬ ０１２０－１６９－７８５（受付時間：平日９：００～１７：３０） 
ＦＡＸ ０８２－５３６－３６４２ 
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┃◆┃［4］愛媛県からのお知らせ（奨学金返還支援制度等） 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
愛媛県からのお知らせです。 
 
（１）奨学金返還支援制度について 
 愛媛県では、県内産業を支える中核人材となる大学生及び大学院生の県内定着及びＵＩ 
Ｊターン就職を促進するため、奨学金の返還を支援する制度を創設しました。 
 つきましては、事業の趣旨に賛同いただける企業を募集しておりますので、積極的なご 
活用をお願いいたします。 
※詳細ＵＲＬ：http://www.pref.ehime.jp/h30580/syougakukinn/henkansienseido.html 
 
（２）各種助成制度について（ご存知ですか助成制度） 
 人材の確保・良好な雇用機会の創出等を図りたい事業主の方に、雇用に関する支援制度 
をご案内します。数多くの制度がありますので、関係機関へお気軽にご相談ください。 
※詳細ＵＲＬ：http://www.pref.ehime.jp/h30580/gozonjidesuka.html 
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┃◆┃ ※ チョッと〝一服〟⑩ ～話の彩りに～ 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
………………………………………………………………………………………………………… 
 この土佐檮原も律令の逃亡者が吹きだまりのように溜まって拓いた隠れ里であるという 
解釈を『檮原町史』はとっている。上代のひとびとの多くは伊予(愛媛県)の先進的な水田 
地帯から逃げてきた。 
(『街道をゆく』、⑨「潟のみち」p.10) [朝日文庫] 
 戦国期に、侵略してくるのはかならず農業生産のひくい土佐のほうからで、生産力の高 
い伊予側から押し出すということは、まずなかった。 
(『街道をゆく』、⑭「南伊予・西土佐の道」p.177) [朝日文庫] 
………………………………………………………………………………………………………… 
 四国山脈を背に隣接する伊予(愛媛県)と土佐(高知県)の古くからの交わりを思い起こさ 
せる文章である。 
 江戸時代初期のコメの収穫量は、伊予が約 38 万石に対し、土佐は約 20 万石。面積は、
現 
在の愛媛県と高知県で比べるしかないが、愛媛が 5,678k ㎡で、高知が 7,105k ㎡である。
単 
位面積当たりのコメの収穫量は、伊予が 66.9 石/k ㎡、土佐が 28.1 石/k ㎡と、伊予が 2.4 倍 
で、確かに土佐の農業生産性は低い。 
 檮原は、四国カルストを背に、愛媛側では現在の西予市と久万高原町、鬼北町と隣接し 
ており、上代に檮原に逃げこんだ百姓は、いまも米どころの宇和あたりからの人が多かっ 
たのではないかと、勝手な推測を楽しみたい。 
 ちなみに、明治初期のコメの収穫量は、伊予が約 44 万石に対し、土佐が約 51 万石と、
江 
戸初期にくらべ逆転している。この財力の逆転が、明治維新の際に伊予と土佐の明暗を分 
けた一因かもしれませんね。 
 
                  ((公財)えひめ産業振興財団専務理事 渡瀬賢治) 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 
 財団専務理事の渡瀬です。私の愛読書『街道をゆく』(司馬遼太郎)を中心にした話を綴 
らせてもらいます。皆様方の話の彩りの一つになれば幸いです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
──────────────────────────────────────── 
 
最後までご覧いただきありがとうございます。 
このメールマガジンは、財団職員と名刺交換させていただいた方や 
「情報えひめ」を配信希望された方に毎月１回、配信させていただいております。 
 
[配信登録・解除ご希望の方はこちら↓] 
 zaidanmm@ehime-iinet.or.jp までメールでお知らせください。 
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