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■ 会 長 報 告        玉木 潤一郎君 

昨日まで秋の連休

でした。 

今朝、Twitterの

トレンドで立山の

キャンプ場のトイ

レ大行列が話題に

なっていました。 

朝からずっと一時間待ちで、しかも行列はかなり

の密。 

都会の喧騒を逃れてコロナの影響少ない野外で

自然と触れ合うはずが、密で疲れるだけなのが

気の毒でした。 

さて、本日はサンロフトの大石様に ICTについて

卓話をお願いしています。 

年間計画では職場訪問でしたが、これもコロナの

影響です。 

第二回 RLIも、集まることができず週末にオン

ラインで開催されます。 

昨日までの連休中にテストミーティングありま

したが、zoomで何をテストする？と思ったものの、

音声や名前変更や資料共有など基本的なテスト

でした。 

遠方の方はオンライン会議はたしかに助かる

でしょう。 

オンライン会議ソフトは単なるツールですが、

使えなければ ICTも活用できません。 

今後は我々もロータリー活動において必要に

なっていくと思われます。 

 

■ 幹 事 報 告          鈴木 邦昭君 

・藤枝市福祉政策課様より 

令和 2年度藤枝市健康福祉大会の縮小開催に 

ついてのお知らせが届きました。 

 

 

■ 出 席 報 告          仲田 廣志君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

36／40 90.00％ 36／40 90.00％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

大杉君 落合君 鈴木舜君 仲田晃君  

■ ビ ジ タ ー                      

芳村 正樹君（焼津 株式会社サンロフト） 

■ ゲ ス ト                        

株式会社サンロフト  大石 萌絵様 

リジヤニ・アギスタさん 

■ スマイル B O X         仲田 廣志君 

・本日は、卓話のお時間を頂き、まことにありが 

とうございます。藤枝市さんがどんどん新しい 

ことにチャレンジしている姿、焼津の企業と 

してすごくうらやましくて仕方ありません。 

老兵よりの卓話より、ぴちぴちの若手写真の 

方がいいかとおもいまして、のちほど、弊社 

大石の卓話をじっくり聞いてあげてください。 

話題は変わりますが、次年度、わたくし、 

焼津ロータリークラブの幹事予定者です。 

その節は、沢山のご指導ご鞭撻、よろしく 

お願いします。ということでスマイル致します。

焼津 RC 芳村 正樹君 

・2年間お世話になりました、リジヤニアギスタ 

が(株)ＣＳＡ不動産のホテル部に就職が決まり 

ました。皆様に応援をして戴きありがとう 

ございました。           土屋 富士子君 

スマイル累計額  ７３，０００円 
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■ 外 部 卓 話                        

 

 

株式会社サンロフト 

 大石 萌絵様 

 

 

 

 

 

 

ふじえだ ICTコンソーシアム（会長：鷲崎早雄、

静岡産業大学学長）は、2020年度の事業のひとつ

として「藤枝未来型人材育成プロジェクト」を

実施することを発表しました。本事業では、

企業活動に不可欠なICTスキルやマーケティング

発想、課題解決力等を学べるオンライン研修を

開催し、その受講者と地域企業とのマッチング

をはかります。（以下、イメージ図参照） 

 

新型コロナウイルス感染症によって、社会に先の

見えない不安が広がっておりますが、この緊急

事態を乗り切るために、励まし合いや助け合いの

輪も広がっております。一日も早い終息を祈って

おりますが、終息後の社会は、それ以前に戻る

のではなく、新たな世界になるとの見方が強まって

まいりました。混乱の中にいながらも「ウィズ

コロナ・アフターコロナ」を見据えた事業展開の

準備が企業にとって重要であるということが

クローズアップされるようになっております。 

 

こうした社会の変化に、地域経済を支える地元

企業がいち早く対応していけるように、求職者を

対象として ICT を企業や店舗で有効活用する

ためのスキルが習得できる無料オンライン研修を

開催します。そして、その人材と地元企業との

マッチング機会を提供します。これにより、

不測の事態への対応力強化や、次代の経営を

実践する機会の支援を目指します。 

 

【本事業の概要】 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対応に

よって、企業や店舗における ICT活用の重要性が

ますます高まっている状況を受けて、次の３つの

取り組みを展開します。これにより、地元企業と

ICT 活用に意欲的な人材を獲得し、新規事業の

企画、マーケティング、プロモーション、職場

環境整備などをICT活用の発想に基づき推進する

機会を支援していきます。 

  

STEP1：地元企業を対象に、今後の ICT 活用と

人材採用・育成に関する企業ニーズを調査 

 コロナの影響、ICT活用の必要性、活用の実態、

今後取り組みたい ICT活用、社員に学ばせたい

ICT スキル、人材の募集状況、新規採用人材に

求めるスキルなどについて伺うアンケートを

用意し、ふじえだ ICTコンソーシアム会員、藤枝

商工会議所会員などを中心に回答をいただきます。

その結果を集計・分析し、地元企業における

今後のICT活用と人材採用・育成に関するニーズを

把握します。（2020年 5月～6月頃を予定） 

 

STEP2：求職者を対象に、企業ニーズを踏まえた

「就業に役立つ」無料オンライン研修を開催 

 藤枝市や近隣市町の求職者（学生、主婦、転職

希望者等）を対象に、企業に不可欠な情報

セキュリティ、Web マーケティング、ソーシャル

プロモーションといったICTスキル、課題解決力、

プロジェクト運営など企業人材に求められる

スキルが学べる無料オンライン研修（基礎・選択で

10～20講座程度）を開催します。専用 SNSで講師、

受講者、マッチング候補企業関係者とも交流し、

学びを深めていただきます。（2020年 7月～10月頃

を予定） 

 

STEP3：求職者と地元企業とのマッチングで就業・

仕事機会と ICT活用推進機会を創出 

 求職者と地元企業の双方の条件を共有し、

マッチングをはかります。就業形態や採用時期

などは様々なケースがあり、正社員やパート契約、

業務委託契約や受講者メンバーによるプロジェクト

 
コロナに負けない企業・店舗経営に ICT活用を！ 

 ICT活用人材を無料オンライン研修で育成、 

地元企業とマッチング 

ふじえだ ICTコンソーシアム      

「藤枝未来型人材育成プロジェクト」 
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型の請負契約なども想定されます。研修段階から

マッチング候補企業との交流ができるため、早期に

マッチングが成立することもあります。（2020 年

11月～12月頃を予定） 

 

【事業受託企業 担当者のコメント】 

飲食店のテークアウトはインターネットで情報が

共有され、助け合いの輪が広まっていきました。

テレワークも導入せざるを得ない状況となり、

業務の見直しも緊急の課題となりました。ＩＴ

活用は待ったなしです。求職者には実践的な

ＩＴスキルを学び、地元企業で活躍していただく

チャンスがつくれたらと思います。本事業で

この地域がますます元気になるようにしたいです。 

 

＊取り組み内容や時期については、コロナ対応

等の状況によって変更になる可能性があります。 

＊企業ニーズ調査結果、無料オンライン研修の

受講者募集などの詳細は公式 Webサイトをご覧

ください。 

＊本事業に興味のある方、講座を受講したい方、

マッチングをご希望の方は 

是非、QRコードよりご参加のお申込みをお願い

いたします。 

 

↓参加申し込みフォーム ↓公式 Webサイト 

          

【お問い合わせ先】 

株式会社サンロフト ＤＸ事業部 大石萌絵 

〒425-0074 静岡県焼津市柳新屋 436-1 TEL：

054-626-3366 FAX：054-626-3371   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《9 月～10 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／辻君） 

月 火 水 木 金 
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四つのテスト 

事務局 

〒426-0037 

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21 

TEL054-647-2300 FAX054-647-2040 

E-mail: club1972@fujieda-rotary.org 

ソングリーダー…… 

山田 賀昭君 

ソング……  

我等が藤枝 

ロータリー 


