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報 告 書

テクノロジーを未来のチカラに

●主催：一般社団法人 宮城県情報サービス産業協会(MISA)　●共催：東北情報通信懇談会
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サービス産業協会／東北地域情報サービス産業懇談会／(一社)みやぎ工業会／(株)仙台ソフトウェアセンター／東北IT産業推進機構／NPO法人 JASIPA／ITで日本を元気に！



イベント報告書　～概要～

■開催趣旨

　宮城 / 地域社会における高度情報化の促進を目的に活動する私たち MISA は、 大災害の経験を踏まえた上で、

これからの ICT のあるべき姿や課題について検討を続けてきました。 上記経緯の下、 カンファレンス委員会ではこれ

までにない新しく、 且つ、 意義のあるイベント開催を目的に 「ICT カンファレンス 2014」 開催を決定しました。

　今イベントは 「セミナー」 「ディスカッション」 の 2 軸での展開とし、 「i モード」 や 「おサイフケータイ」 など数多く

のサービスを立ち上げ、 数々の企業取締役や慶應義塾大学特別招聘教授を務める夏野剛氏を講師に迎え、 「ICT の

可能性を最大限に活用した地域づくり」 について会員企業、 一般の皆さまとともに考える機会と致しました。

■コンセプト

　【テクノロジーを未来のチカラに】

　ICT を未来への礎として、 今をこれからのチカラにしたい、 という強い思いを表現。

■イベントタイトル

　ICT CONFERENCE2014

■イベントテーマ

　ICT を地域のチカラに。

■講師

　夏野剛

■会場

　せんだいメディアテーク　オープンスクエア　定員 300 名

■広報ツール / 活動

　フライヤー 2,000 枚、ﾎﾟｽﾀｰ100 枚。 申し込みは MISA ウェブサイトにて募集

　配布先は会員企業 500 枚、 東北大学 / 工学部 ・ 理学部 ・ 医学部 ・ 原子分子材料科学高等研究機構、

　東北工業大学、 東北福祉大学、 仙台デザイン専門学校、 他となります。

　

■予算

　会場費、 会場備品、 会場装飾費、 広報制作、 謝金、 講師交通費、 他

　1,021,202 円 ( 税別 )

■動員客数

　事前申し込み 154 名 ( 事前申込者は 181 名、 27 名のリストダウン )

　当日申し込み 14 名　

　計 .168 名　　来場者アンケートは別紙となります。

■次回スケジュール

　2015 年秋予定

　＜講師選定にあたり＞

　インパクト、 を重視した人選を行い夏野剛氏、 家入一真氏、 猪子寿之、 の 3 候補をたて、

　3 者へのオファーを行った後、 夏野氏のタイミングによりセミナー講師招聘となった。
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イベント報告書 概要

■ カンファレンス実行委員会挨拶

■ コンセプト

　宮城/ 地域社会における高度情報化の促進を目的に

活動する私たちMISAは、大災害の経験を踏まえた上で、

これからのICTのあるべき姿や課題について検討を続けて

きました。上記経緯の下、カンファレンス委員会ではこ

れまでにない新しく、且つ、意義のあるイベント開催を

目的に「ICT カンファレンス2014」開催を決定しました。

　今イベントは「セミナー」「ディスカッション」の2軸で

の展開とし、「iモード」や「おサイフケータイ」など数多く

のサービスを立ち上げ、数々の企業取締役や慶應義塾

大学特別招聘教授を務める夏野剛氏を講師に迎え、「ICT 

の可能性を最大限に活用した地域づくり」について会員

企業、一般の皆さまとともに考える機会と致しました。

■ 広報ツール / 活動 ■ 動員客数
フライヤー2,000枚、ポスター100枚。

申し込みはMISAウェブサイトにて募集

配布先は会員企業500枚、東北大学/ 工学部・理学部・

医学部・原子分子材料科学高等研究機構、東北工業大学、

東北福祉大学、仙台デザイン専門学校、他となります。

事前申し込み154名

( 事前申込者は181名、27名のリストダウン)

当日申し込み14名　

計.168 名

来場者アンケートは別紙となります。

■ 開催日時

10月20日（月） 14：20－16：00

■ イベントタイトル ■ イベントテーマ

ICT CONFERENCE2014 ICTを地域のチカラに。

■ 講師 ■ 会場

夏野剛 せんだいメディアテーク　オープンスクエア　
定員300 名

ICTを未来への礎として、今をこれからのチカラにしたい、という強い思いを表現。

テクノロジーを未来のチカラに
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イベント報告書 運営スタッフ

■ 受 付 
佐藤 有希　　イートス 株式会社

青柳 那奈　　イートス 株式会社

菅野 美幸　　イートス 株式会社

小野 志菜　　株式会社 東北システムズ・サポート

宍戸 奏菜　　ＮＥＣソリューションイノベータ 株式会社

■ 設営スタッフ
武田 圭司　　株式会社 ハイパーソリューション 

野呂 浩一　　株式会社 富士通システムズ・イースト

柴崎 健一　　株式会社 トレック

臼井 立美　　システムニコル 株式会社

田代 紀生　　システムニコル 株式会社

上田 哲郎　　株式会社 畠山デザイン事務所

須藤 侑輝　　株式会社 畠山デザイン事務所

畠山 朋子　　株式会社 畠山デザイン事務所

■ MＩＳＡ事務局
矢口 亨

白渡 小百合

■ カンファレンス実行委員会
畠山　創　　株式会社 畠山デザイン事務所

小林 貴之　　株式会社 ラネックス

増子 浩樹　　イートス 株式会社

佐々木 卓也　株式会社 トレック

■ 司 会
株式会社 畠山デザイン事務所

西澤 由美子



イベント報告書 　～当日の様子～

■スタッフ

　　　

１. 受付嬢

　イートス 株式会社                           　　　　     株式会社 東北システムズ ・ サポート

　佐藤 有希                                　　　　            小野 志菜

　青柳 那奈                                　　　　            ＮＥＣソリューションイノベータ 株式会社

　菅野 美幸                                  　　　　          宍戸 奏菜

２. 設営スタッフ

    株式会社 ハイパーソリューション   　　　　      株式会社 富士通システムズ ・ イースト

    武田 圭司　　                                　　　　    野呂　浩一

    株式会社 トレック                                　　　　システムニコル 株式会社

　柴崎 健一                                        　　　　　   臼井 立美             田代 紀生

   株式会社 畠山デザイン事務所

   上田 哲郎             須藤 侑輝             畠山 朋子

３.MＩＳＡ事務局

    矢口 亨             白渡 小百合

４. カンファレンス実行委員会

    株式会社 畠山デザイン事務所　　　　　　　　株式会社 ラネックス

    畠山　創　　　　　　　　　　　　　　　　  小林 貴之

    イートス 株式会社                                                 株式会社 トレック

    増子 浩樹                                                              佐々木 卓也

５. 司会

　株式会社  畠山デザイン事務所

　西澤 由美子

　＜講師選定にあたり＞

　インパクト、 を重視した人選を行い夏野剛氏、 家入一真氏、 猪子寿之、 の 3 候補をたて、

　3 者へのオファーを行った後、 夏野氏のタイミングによりセミナー講師招聘となった。
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開演前

会場風景

撮影： 株式会社ラ ネッ クス

受付開始

挨拶

夏野氏セミ ナー

開演前

受付開始
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イベント報告書 　～アンケート結果～

■スタッフ

　　　

１. 受付嬢

　イートス 株式会社                           　　　　     株式会社 東北システムズ ・ サポート

　佐藤 有希                                　　　　            小野 志菜

　青柳 那奈                                　　　　            ＮＥＣソリューションイノベータ 株式会社

　菅野 美幸                                  　　　　          宍戸 奏菜

２. 設営スタッフ

    株式会社 ハイパーソリューション   　　　　      株式会社 富士通システムズ ・ イースト

    武田 圭司　　                                　　　　    野呂　浩一

    株式会社 トレック                                　　　　システムニコル 株式会社

　柴崎 健一                                        　　　　　   臼井 立美             田代 紀生

   株式会社 畠山デザイン事務所

   上田 哲郎             須藤 侑輝             畠山 朋子

３.MＩＳＡ事務局

    矢口 亨             白渡 小百合

４. カンファレンス実行委員会

    株式会社 畠山デザイン事務所　　　　　　　　株式会社 ラネックス

    畠山　創　　　　　　　　　　　　　　　　  小林 貴之

    イートス 株式会社                                                 株式会社 トレック

    増子 浩樹                                                              佐々木 卓也

５. 司会

　株式会社  畠山デザイン事務所

　西澤 由美子

　＜講師選定にあたり＞

　インパクト、 を重視した人選を行い夏野剛氏、 家入一真氏、 猪子寿之、 の 3 候補をたて、

　3 者へのオファーを行った後、 夏野氏のタイミングによりセミナー講師招聘となった。
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イベント報告書 　～アンケート結果～

■スタッフ

　　　

１. 受付嬢

　イートス 株式会社                           　　　　     株式会社 東北システムズ ・ サポート

　佐藤 有希                                　　　　            小野 志菜

　青柳 那奈                                　　　　            ＮＥＣソリューションイノベータ 株式会社

　菅野 美幸                                  　　　　          宍戸 奏菜

２. 設営スタッフ

    株式会社 ハイパーソリューション   　　　　      株式会社 富士通システムズ ・ イースト

    武田 圭司　　                                　　　　    野呂　浩一

    株式会社 トレック                                　　　　システムニコル 株式会社

　柴崎 健一                                        　　　　　   臼井 立美             田代 紀生

   株式会社 畠山デザイン事務所

   上田 哲郎             須藤 侑輝             畠山 朋子

３.MＩＳＡ事務局

    矢口 亨             白渡 小百合

４. カンファレンス実行委員会

    株式会社 畠山デザイン事務所　　　　　　　　株式会社 ラネックス

    畠山　創　　　　　　　　　　　　　　　　  小林 貴之

    イートス 株式会社                                                 株式会社 トレック

    増子 浩樹                                                              佐々木 卓也

５. 司会

　株式会社  畠山デザイン事務所

　西澤 由美子

　＜講師選定にあたり＞

　インパクト、 を重視した人選を行い夏野剛氏、 家入一真氏、 猪子寿之、 の 3 候補をたて、

　3 者へのオファーを行った後、 夏野氏のタイミングによりセミナー講師招聘となった。
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■カンファレンス実行委員会

実行委員長/ 事務局

株式会社 畠山デザイン事務所　畠山　創

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-9-13 LM202

TEL 022-262-1648　FAX 022-262-1650

http://hata-d.jp/

副実行委員長

株式会社 ラネックス　小林 貴之

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-8-3 富士火災仙台ビル7Ｆ

TEL 022-224-7625 FAX 022-224-7627

http://www.lanex.co.jp/

副実行委員長

イートス株式会社　増子 浩樹

〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町1丁目12-12 GMビルディング4F

TEL 022-212-3063　FAX 022-215-2625

http://www.etos.jp
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