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IITT2211 のの会会 1100 周周年年記記念念シシンンポポジジウウムム  

IITT2211  1100tthh  aannnniivveerrssaarryy  mmeemmoorriiaall  ssyymmppoossiiuumm  

""IITT のの 1100 年年前前、、現現在在、、  1100 年年後後""  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催；（社）日本技術士会プロジェクトチーム IT21 の会  

後援；（社）日本技術士会情報工学部会 

後援；関西情報技術士会 

後援；特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

 

日程：平成 19 年 4 月 21 日（土）、 22 日（日） 

場所：アワーズイン阪急（JR 大井町下車すぐ） 
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IT21 の会 10 周年記念シンポジウム 

IT21 10th anniversary memorial symposium 

"IT の 10 年前、現在、 10 年後" 

 

 

主催；（社）日本技術士会プロジェクトチーム IT21 の会  

後援；（社）日本技術士会情報工学部会 

後援；関西情報技術士会 

後援；特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

 

日程：平成 19 年 4 月 21 日（土）、 22（日） 

場所：アワーズイン阪急（ JR 大井町下車すぐ） 

CPD 単位数：  ２.0 ポイント（１日目）、8.0 ポイント（2 日目） 

(ITC 資格をお持ちの方には、ITC 知識ポイント :２ポイントが授与されます。 )  

 

参加費：前夜祭＋シンポ参加：８０００円 

前夜祭のみ参加：５０００円 

シンポのみ参加：４０００円 

宿泊：５５００円（１泊、朝食付き） 

 

【スケジュール】 

＜１日目平成 19 年 4 月 21 日（土）前夜祭＞ 

司会：小牛田尋志氏 

□歴代会長挨拶（ 16:00～） 

大脇文雄氏、西ノ宮弘一氏、吉川博晴氏 

□パネルディスカッション（～17:00）※延長あり 

コーディネータ：小牛田尋志氏 

パネリスト：青木ゆかり氏、内田潤一氏、黒澤兵夫氏、福森俊一郎氏 

□前夜祭（18:00～最長 22:00 ） 

来賓挨拶；（社）日本技術士会 常務理事 畠山正樹氏 

※飲み放題は乾杯から 2 時間 

□２次会＠団欒炎（だんらんほのお） アワーズイン阪急地下階 
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＜２日目平成 19 年 4 月 22 日（日）シンポジウム＞ 

司会：嶋田弘僧氏、黒澤兵夫氏 

 

□午前の部（ 9:00～12:00） 

１）開会の言葉、第 10 期会長小西洋三氏挨拶 

 

２）講演 

1. 「 IT 情報システム産業の 2016 年に向けての、 IT サービスマネジメントからの提言」"10 年前、今日、明日、そし

て 2016 年への日本のビジネス戦略はいかに" 

桃井ＩＴ技術士事務所代表  桃井義雄氏（第 1 期会長） 

2. 「インターネットの発展と社会との相互作用の一考察」～宗教革命と資本主義の精神の勃興を事例として 奥田技

術士事務所 奥田孝之氏（第 2 期会長） 

3. 「IT 技術を駆使した地震予知の最新状況と、ＢＣＰ（事業継続計画 )との関係」 

電気通信大学大学院電気通信学研究科電子工学専攻博士課程 犬伏裕之氏（第 3 期会長） 

4. 「ロングテール現象を説明する付和雷同型分布式」 関西情報技術士会会長 川田恒康氏 

 

□昼食（ 12:00～13:00） 

 

□午後の部（13:00～18:00 ） 

３）来賓挨拶 

（社）日本技術士会 情報工学部会長 安田晃氏 

関西情報技術士会会長 川田恒康氏 

 

４）講演 

1. 「安全を支えるためのソフトウェア関連工業標準」 名古屋市工業研究所 小川清氏 

2. 「技術士諸君、もっと社会に出て、活動しようよ！」 ㈱竹野内情報工学研究所 竹野内勝次氏 

3. 「OSS によるイノベーション？」 (株)テックスタイル代表取締役 CEO 、独立行政法人情報処理 

推進機構（ IPA）オープンソースソフトウェア・センター（OSS センター）研究員 岡田良太郎氏 

4. 「この 10 年をどう見るか―情報アーキテクチャの時代」 (株)エクサ  SPBOMソリューションオーナー兼テクニカル

コンピテンシ部 児玉公信氏 

 

５）総括、閉会の挨拶 第 10 期副会長 桑島哲哉氏 
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第１０期会長：小西 洋三 

●ごあいさつ 
 みなさん，「IT21 の会」をご紹介します。 
 「IT21 の会」は自主参加型の楽しい会です。最新のイ

ンフォメーションテクノロジ（IT）を TAKE しながら，自ら

も GIVE してゆく大変魅力的な会です。そして主役は

「あなた」なのです。すばらしいヒューマンネットワークも

形成できることでしょう。 
 あなたの参加をお待ちしています。 

●「IT21 の会」とは， 

 最新の高度情報技術の調査研究，開発，応用を促進

し，その成果を国際的視野に立って広く社会に還元す

る。さらに，本活動を通じて本会がビジネス分野，研究

分野において独立したプロフェッショナル技術士として

の自助努力と相互支援を達成する。 

 この理念のもとに 1997 年 4 月に正式発足したプロジ

ェクトチームです。 

●どのような活動をしているのか 
 「IT21 の会」では，次の活動目標を掲げて活動してい

ます。 

① 情報技術の収集活動と最新技術の習得と活用 

② 公開講演会，情報技術講座への積極参加 

③ 情報関連技術の特定テーマに関する執筆，翻訳活

動 

④ セミナー（啓蒙活動）への協力，学会，自治体，民間

企業などへの技術相談 

⑤ 産業界，官・公共団体などの情報関連プロジェクト

への参加支援 

 主な活動は年１回の合宿，毎月の例会，メーリングリス

トでの意見・情報の交換です。 

合宿は宿泊して様々な分野のディスカッションや懇親

会で親交を深めます。今年はＩＴ２１の会の１０周年にあ

たり， 「ＩＴの１０年前，現在，１０年後」をテーマに，「１０ 

「IT21 の会」例会などイベント実績 

年・月 活動概要 
2006．4 月 ◇合宿 遂に運用が開始した週間地震予報と

新たなる取組み  
5 月 ◇例会 ネットミーティングについて考える

6 月 ◇例会 ウォータフォール型開発再考察 
7 月 ◇例会 初心者向けの放送システムについて

9 月 ◇例会 映画日本沈没で著名？「緊急地震速

報」と、博士課程研究最前線の「地

震予測」 
10 月 ◇例会 磁気ヘッド技術の概要 
11 月 ◇例会 大規模集客施設の集客の仕組み 

～スパリゾートハワイアンズを事例

として～ 
12 月 ◇例会 ユビキタス・コンピューティング社

会における建築・都市 
2007．1 月 ◇例会 航空機搭載レーザープロファイラーに

よる地表データと利用例 
2 月 ◇例会 ゼネコンで身につけた PM 
3 月 ◇例会 RNA テクノロジーと遺伝子デリバリ

ー 
4 月 ◇合宿 10 周年記念シンポジウム 

5 月 ◇例会 ソフトウェア機能規模測定法、

COSMIC-FFP 法の紹介（予定） 

6 月 ◇例会 情報システム学から見たパタンラン

ゲージの再発見（予定） 

周年記念シンポジウム」を開催します（4 月 21～22 日）。  

 

例会では，メンバーが持ち回りで幹事になり，IT に限

らず様々な分野における技術，最新動向などについて

講演，ディスカッションを行っています。例会は，毎月第

一金曜日に東京 虎ノ門の技術士会会議室で午後 6 時

30 分より約２時間行っています（幹事の意向で日時・場

所が変更になる場合があります）。ネットミーティングを

行っていますので遠方の方も参加することができます。 

メーリングリストは現在月平均150件ほどの発信があ

ります。IT についてはもちろんのこと，技術士活動や業

務／個人的なこと，また，各種セミナー・講習会のお知

らせなど，様々な情報，意見の交換を行っています。例
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会に参加できないメンバーも，メーリングリストによるリア

ル・タイムに近いコミュニケーションで会員相互の繋がり

を強くしています。 

 

さらに，例会後の懇親会や温泉企画などを行い，幅

広いヒューマンネットワークの構築を目指します。また，

目的別のワーキンググループや有志によるグループ活

動も行っているので，やってみたいテーマがあれば，自

らメンバーを募ってグループを作ることができます。 

 
 「IT21 の会」では技術士・技術士補・修習技術者の区

別なく，部門を超えて横断的に活動しています。どなた

も，都合がつく範囲で自由に参加することができます。 

●「IT21 の会」会員は， 
部門や資格は問

いません。技 術

士会会員は誰で

も参加ＯＫ（入会

予定の方も OK） 

技術士，技術士補，１次試験合格者を問

わず，情報工学，電気電子，生物工学，

機械工学，建設，衛生工学，上下水道な

ど 多種の部門の方がいます 

地域を問いませ

ん 
関東，北海道，東海，九州，北陸，沖縄，

各地にメンバーがいます 
年齢・性別・経験

を問いません 
若い人からベテランまで隔たり無く自由

に意見を取り交わしています。 

●会費は， 
 年会費制で 1,000 円です。毎年 7 月に集金するので，

お試しで入会するなら今がチャンス！！なお，例会後

の懇親会（自由参加）では飲食費を実費にて精算（割り 
勘）しています。 
 

会員の登録部門（延べ人数； 200７年１月時点） 

技術部門 人数 技術部門 人数 

情報工学 131 応用理学 2

総合技術監理 52 金属工学 1

電気電子 26 船舶・海洋 1

建設 15   

生物工学 13 士/補 人数 

機械 9 技術士 142

上下水道 4 技術士補
* 

  56

環境 3 その他 5

衛生工学 3 
∗ 修習技術者を含みます。

農業 3  

経営工学 2 

 

計 203 人

●こんなメリットも．．． 
 技術士法の改正により，技術士には「資質向上」に努

める責務が加わりました。「IT21 の会」の活動に参加す 
ることは 資質向上にも役立ちます。  

また，一次試験に合格して指導技術士が見つからな

くて技術士補の登録ができないあなた！「IT21 の会」に

積極的に参加すれば，指導技術士を引き受けてくださ

る方が見つかるかもしれませんよ！ 

 「これをやってみたい！」と思う方は，どんどんチャレン

ジして下さい。会員全員が相互にバックアップし，進め

ていくのが「IT21 の会」の強みでもあるのです。 

●興味を持ってくださった方は．．． 
 先ずはお気軽に例会や，メーリングリストに顔を出して

みてください。例会の予定は，「月刊技術士」や「IT21
の会」ホームページ（URL は下記）をご覧ください。次

回の例会は下記の通りで，会員以外の方の見学も歓迎

します。 
 そして、興味を持ってくださった方は，下記の連絡先

にご一報下さい。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次回例会 
日時：5 月 19 日（土）13：30～16：40 
内容：ソフトウェア機能規模測定法、

COSMIC-FFP 法の紹介 
場所：渋谷区勤労福祉会館 
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kinro.html

（渋谷駅 徒歩 10 分） 

●IT21 の会 ホームページ 
 http://www.it21.info 

●入会連絡先 
 担当：中嶋 幸宏 
E-mail: it21-cmt@yahoogroups.jp 
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ＩＴ２１の会 １０周年記念シンポジウムの開催に当って 

 

お陰さまで、（社）日本技術士会 プロジェクトチーム ＩＴ２１の会が発足して１０

年を迎えました。これは歴代会長をはじめ、役員及び委員会、ワーキング・グループの

皆様のご尽力と会員各位のご協力の賜物と思っております。 

この１０周年を記念して、当会では「ＩＴ２１の会 １０周年記念シンポジウム」を

開催することになりました。テーマは "ＩＴの１０年前、現在、１０年後"です。 

このようなテーマに対して、お忙しい中、講演を引き受けて頂いた各講演者の皆様に

対して、心より、お礼申し上げます。これにより、会員各位が、今後、さらに活躍する

契機になることを期待します。 

 なお、ジンポジウムの前日には、前夜祭を開催します。会員同士、１０周年を喜び合

う機会となることを期待します。また会場では、２日間に渡り、パネル展示、会員著書

展示を行いますので、ご覧頂きたいと思います。 

 最後に、シンポジウムの後援を引き受けて頂いた（社）日本技術士会の情報工学部会、

関西情報技術士会、および特定非営利活動法人 ＩＴコーディネータ協会の各会に感謝

致します。 

 また、シンポジウム開催に当り、準備、協力頂いた皆様に感謝致します。 

 

平成１９年４月２１日 

ＩＴ２１の会 
第１０期会長 小西洋三 

 

 

          □ 歴代会長一覧（敬称略） 

 

第 1期： 桃井 義雄 

第 2期： 奥田 孝之 

第 3期： 犬伏 裕之 

第 4期： 西ノ宮 弘一  

第 5期： 大脇 文雄 

第 6期： 黒澤 兵夫 

第 7期： 青木 ゆかり 

第 8期： 吉川 博晴 

第 9期： 小牛田 尋志 
        第 10期：小西 洋三 
 


