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┃◆┃［1］えひめＩＴフェア 2017 について
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜このイベント情報は、えひめＩＴフェア実行委員会からのお知らせです＞
えひめＩＴフェア２０１７を開催します。
「えひめ IT フェア」は、2000 年から産官学連携による展示・セミナーを通じて、愛媛県全
体の ICT リテラシー向上を図るという目的のもと、総務省の情報通信月間行事として、名
実ともに愛媛における唯一の公共性を持つ、総合的な情報通信分野のフェアとして開催し
てきました。
今年のテーマは「I see ICT」です。意外な ICT との出会い、知っているつもりだった IC
T の再発見を、えひめ IT フェアの会場で体験してください。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、定員制の為、確実な受講には事前の
ご登録をお勧めします。詳しくは、ホームページをご覧ください。
※詳細ＨＰ：http://www.ehime-it.jp/it-fair2017/
会
会
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期：平成 29 年 7 月 7 日（金）～8 日（土）10:00?17:00（8 日は 16:30 まで）
場：アイテムえひめ（愛媛県国際貿易センター） [愛媛県松山市大可賀 2-1-28]
催：えひめ IT フェア実行委員会
［ 構成 愛媛県 IT 推進協会、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 ］
賛：情報通信月間推進協議会、愛媛県ネットワーク防犯連絡協議会、
愛媛エフ・エー・ゼット（株）
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、（株）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
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┃◆┃［2］メッセチャレンジ助成事業の募集について
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
えひめ中小企業応援ファンド活力創出産業育成事業
（メッセチャレンジ助成事業）の募集について
えひめ産業振興財団では、県内中小企業者等に対して、国内外で開催される見本市等への
出展や主催に係る必要経費の助成を行うことにより、県内企業が有する製品、技術等の国
内外への販路開拓・拡大を支援するとともに、県内企業の競争力を強化することを目的と
した「メッセチャレンジ助成事業」の募集を開始します。
●募集期間

平成２９年７月２１日（金）～８月２５日（金）
●助成対象者
（１）愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者（個人事業主を含む）
（２）愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者等のグループ
●助成対象事業
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日の間に、国内外で開催される見本市に出展
及び、参加又は主催する事業
※「見本市、商談会等」とは:加工食品等の販売を目的とする物産展等を含む、商品、カ
タログ又はパネル等の展示を伴うもの
※すでに出展済みの展示会も対象になります
●助成対象経費
会場費、輸送費、広報・宣伝活動費、謝金、その他財団が必要と認める経費
現地渡航費及び現地通訳費（海外展示会等への出展が対象になります。国内展示会は対象
外になります。）
※平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日の間に、
支払いを行う経費が対象になります。
●助成率及び助成限度額
国内枠
助成対象経費の１／２以内とし、【１件あたり２００千円】を限度とします。
※事業内容、規模等により助成額を減額する場合があります。
海外枠
助成対象経費の１／２以内とし、【１件あたり４００千円】を限度とします。
※事業内容、規模等により助成額を減額する場合があります。
●その他（助成対象外）
同一見本市に連続して同一商品又は技術を出展又は参加する者のうち、
前年度に本事業による助成を受けた者は助成対象外です。
●詳細ＵＲＬ：
http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/fund2/messe/bosyu.pdf
●問い合わせ先
(公財)えひめ産業振興財団 産業振興部 産業振興課
担当：重岡、中矢、藤田、福田、兵頭 ＴＥＬ ０８９－９６０－１２０１
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┃◆┃［3］平成２９年度 高度 IT 人材創出・育成研修のご案内
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再度のご案内です。
高度化する情報関連産業のニーズを踏まえ、実践的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７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】データベースとＳＱＬ入門から実践
【実施日】2017 年 7 月 13 日（木）～14 日（金）2 日間
【概 要】データベースの入門レベルの方を対象に、データベースとは何か、
から始まり、SQL 文といったデータベースの使い方、そしてテーブル
設計に必要な手法までを講義と演習形式で学びます。データベース
を利用した業務に迫られている人はもちろんのこと、IT に関するあ
らゆる分野の方に是非身に付けておいていただきたい必須知識とし
て、具体的な演習により幅広い知識を習得することができます。
2【講座名】基礎から学ぶネットワーク技術
【実施日】2017 年 8 月 28 日（月）～29 日（火）2 日間
【概 要】クライアントからサーバまでのパケットの流れを通して学習する

ことにより、ネットワークシステム全般の理解と、マシンを使った
グループ作業でネットワークトラブルや設計の知識とセキュリティ
の考え方を習得します。
3【講座名】レスポンシブＷｅｂデザイン制作
【実施日】2017 年 9 月 21 日（木）～22 日（金）2 日間
【概 要】スマートフォンの利用が PC の利用を上回ろうとしている今日、
マルチデバイス対応が必須となっています。 HTML5/CSS3 をベース
に１つの HTML ファイルですべてのデバイス（スマートフォン・タブ
レット・PC）向けのページに対応できるレスポンシブ Web デザイン
の設計方法、制作方法を習得します。 HTML5/CSS3 基礎～基本コー
ディング～テスト方法までを習得します。
4【講座名】顧客の心をつかむＩＴソリューション提案の実践
【実施日】2017 年 12 月 14 日（木）～15 日（金）2 日間
【概 要】IT ソリューション提案が成約するかどうかは、どれだけ「顧客の真
のニーズを見つけ出し、顧客の心をつかむソリューションを提示する
か」にかかっています。
その実現には「顧客に関する情報収集の仕方」
、「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」といったスキルが必要となります。
IT ソリューション提案の一連のプロセスを知り、演習を通じて体験
することで顧客が真に望むソリューションを提示するノウハウを身に
付けます。（提案書を作成する研修ではありません）
5【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 1 月 18 日（木）～19 日（金）2 日間
【概 要】ネットワークの基本を振り返りながら、ネットワークシステムの脅
威と脆弱性を仕組みから理解し、その対策技術と設定および考え方を
演習を通して修得します。
6【講座名】ＩＴ技術者のための問題解決力
【実施日】2018 年 2 月 6 日（火）～7 日（水）2 日間
【概 要】システム開発や運用で発生する問題を、いろいろな視点から考察し、
論理的思考に基づき、問題原因の本質を究明し対策するスキルを習得
する研修です。また、問題を悪化させる前に発見するための視点及び
その方法を学びます。さらに、受講者の皆さんにはファシリテーター
役を担っていただくことで問題解決会議の進行方法を身につけます。
7【講座名】ＪａｖａＷｅｂプログラミング
【実施日】2018 年 2 月 8 日（木）～9 日（金）2 日間
【概 要】Web アプリケーションのフレームワークとして、本格的に普及が広が
り始めた JavaEE7 を学ぶための講座です。豊富な機能をもつ JavaEE７の
中でも「JSF2.2」を中心に、紹介と実装を体験していく形で演習してい
きます。従来のサーブレットやＪＳＰ、ＪＤＢＣといった技術との違い
を理解し、本格的な JavaEE７システム開発への足掛かりとなる、JavaEE７
フレームワーク入門講座となります。
※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】15,000 円/人（テキスト代込）
※詳細ＵＲＬ
http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/information/ITstudy/29itannai.html
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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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