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関東支部事務局@JASA <jasa-kanto@jasa.or.jp>
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1．【ET2018 併催セミナー】
業界研究セミナー『新人奮闘記』（11/14wed）発表者募集
2．体験設計実践ワークショップ
『Experience Vision 手法の習得』（9/12wed）開催のご案内
3．JASA 会長杯ゴルフコンペ（10/31wed）開催のご案内
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1．【ET2018 併催セミナー】
業界研究セミナー『新人奮闘記』（11/14wed）発表者募集
～人財育成事業本部～
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JASA 人材育成事業本部では、会員の求人支援の一環として、学校・学生向け
に「業界研究セミナー」を ETWest 展(7 月大阪)、ET 展(11 月横浜)で開催しており、
ここ 2 年ほど 100 名席に対して立ち見が出るほどご好評いただいております。
本セミナーでは、主に理系・理工系の学生や指導者に対して、「組込みソフト
ウェア開発」を進路の一つとして提案することを主として、組込みソフトウェア
開発事業、必要なスキル、新人奮闘記をプログラムとしています。
その中でも、新人エンジニア奮闘記が特に学生層に人気で、入社動機、研修、
OJT、日々の指導、失敗、希望といった面が学生に一番伝わりやすく反響がある
ものです。一方で企業様にとって、新人の経験を通して御社を学校・学生に認知
させるチャンスでもあります。
今回、「新人エンジニア奮闘記」で発表いただける会員の新人を募集いたします。
ご講演者には当日の昼食（お弁当）、ETEC クラス 2 試験の無料受験チケットを
進呈いたします。

【 業界研究セミナー 概要 】
■開催日時： 11 月 14 日(水) 10:00～12:30
■開催会場： パシフィコ横浜内セミナールーム
プログラム
① 組込みシステム業界で働こう！（仮題）
② 企業が新卒求職者に求めるスキルと人物像
③ 新人組込みシステムエンジニアの奮闘記
＠15 分～20 分 x 3 名

2018 年 8 月 30 日 12:00

■募集事項： 学歴・性別・年齢は問いません
・組込みシステムのソフトウェア開発従事者
・入社２～４年目程度
■発表内容： 次の点を踏まえて 15～20 分の講演をお願いいたします
・「専攻していたこと」「リクルート活動」「入社動機」「
・「研修期間・OJT」で得たこと・苦労したこと
・「日々の業務」での失敗談・助けられたこと
・「今後の目標・夢」
・「後輩へのアドバイス」
■募集
・応募締め切り：9 月 14 日（金）
・応募先： JASA 本部事務局 母里（もり） mori@jasa.or.jp
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2．体験設計実践ワークショップ
『Experience Vision 手法の習得』（9/12wed）開催のご案内
～技術本部 ハードウェア委員会～
http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_CXDS_180912.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
体験設計（エクスペリエンス・デザイン）セミナー・ワークショップを開催
いたします。
体験設計ファシリテーションを習得していただき、社内イノベーションプロ
ジェクトの推進をしていただくことを目的としています。

■日時： 9 月 12 日（水）13:00～17:00
■会場： ハロー貸会議室 小伝馬町堀留
アクセス⇒ https://www.hello-mr.net/object_img/144/144_9.jpg?1535437999
■参加費： 無料
■プログラム；
・第 1 部［セミナー］13:00～14:20
「研究事例にみる体験設計（エクスペリエンスデザイン）」
山梨大学 工学部 コンピュータ理工学科 教授 郷 健太郎 氏
・第 2 部［ワークショップ］14:30～17:00
「体験設計実践ワークショップ【Experience Vision 手法の習得】
体験設計支援コンソーシアム 代表理事 高橋 克実 氏
■詳細、お申込み方法；
https://www.kokuchpro.com/event/fd5774ae5a4ab7a2a36c4f6a0073ec75/
■お問合せ先：（JASA ハードウェア委員会）
https://www.kokuchpro.com/event/fd5774ae5a4ab7a2a36c4f6a0073ec75/contact/
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3．JASA 会長杯ゴルフコンペ（10/31wed）開催のご案内
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初秋の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、協会では会員相互の情報交流と親睦をより深めていただく機会として
「会長杯争奪ゴルフコンペ」を本年より開催しております。
この度、第 2 回コンペを以下により企画いたしましたので、奮ってご参加いた
だけますようご案内申し上げます。
また、この機会にお知り合いのメンバーをお誘いいただくよう、併せてお願
いいたします。

＜JASA 会長杯争奪ゴルフコンペ（第 2 回）開催要綱＞
■日時： 平成 30 年 10 月 31 日（水） 受付 8:40～9:00
スタート 9:43～（OUT／IN 同時スタート）
■場所： 多摩カントリークラブ
東京都稲城市坂浜 3360 Tel 042-331-1411
http://www.tfn-style.jp/tcc/
■競技： 18 ホールストロークプレー（W ペリア方式 HC）
■表彰： 優勝、準優勝、第 3 位、飛賞、DC、NP、特別賞他
■参加費： 5,000 円（賞品、パーティ代）当日受付にて徴収します
■プレー費： 各自ご清算ください
■参加申込： JASA 事務局まで E メールにてお申し出ください
参加者氏名、会社名、連絡先 Email、電話（緊急連絡時）
■締切： 9 月 28 日（金）までにご連絡をお願いします
※参加者には、追って組合表など当日案内をご連絡します。
■エントリー・お問合わせ先■
JASA 事務局（河合）まで
Email kawai@jasa.or.jp TEL 03-5643-0211
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◎人材育成セミナー『設計プロセスの解説とヒューリスティクス演習』
■日時：10 月 17 日(水) 研修 9:30～17:00 交流会 17:30～20:15
■会場：JASA 会議室［最寄駅：日比谷線 小伝馬町駅］
■参加費：研修 会員無料、一般 5,400 円 交流会（一律） 4,500 円
※詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_181017.pdf
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★JASA 関東支部 HP より、最新情報をご確認いただけます⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8/
★平成 30 年度 関東支部年間予定表⇒

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/calendar_h30/
★メルマガ配信 Back No.⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/mailnews_backno/
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