
１.　関係機関および関連団体との交流と連携を深め、地域の情報化を推進する。
２.　委員会活動の充実を図り、高度情報化社会に対応する魅力ある事業を推進する。
３.　会員企業の技術力の向上を図るとともに、会員相互の情報交換と啓発活動を推進する。
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１．事業方針
　　委員会活動を通じて当協会の存在を広く世間にアピ一
ルすることと、会員相互の交流を図ることを主な目的と
する。
 （1）21年目を迎えるサウンズコンテストの充実を図る。
　（2）OISA会員間の交流と親睦を図る。
　（3）教育機関関係など他団体へ積極的に働きかける。

２．事業計画
　（1）サウンズコンテストの開催
　　　　従来の「純コンピュータ・ミュージック」を基本

に、新しいコンピュータ・ミュージックのコンテス
トを検討していく。マスコミやネットメディア等へ
の積極的な働きかけを行い、大分フットボールクラ
ブとの連携を深め夢のあるイベントとし、地域社会
に貢献する。

　（2）OISAボウリング大会の開催

１．事業方針
　（1）研修事業は協会会員企業の要望、必要性を充分に

反映して行う。
　（2）開かれた協会活動に寄与する委員会活動を推進す

る。
　（3）他委員会との合議を積極的に進め、行政との連携

も視野に委員会活動の活性化を図る。

１．事業方針
　　下記に関する活動を企画・実施し、情報社会への貢献
を目指す。
　（1）最新技術動向に関する知識の普及。
　（2）I Tに関する技術の向上。

２．事業計画
　（1）技術交流会の開催
　　　　業界の最新技術動向について、産学官の先進的な

研究成果やノウハウを持つ講師を招き、技術交流会
を開催する。

　（2）技術研究会の開催
　　　　会員が抱える共通の技術課題について技術研修会

を開催する。
　　　　内容は、最新IT技術動向を十分意識し、これらの

情報技術や開発方法等について研究し、成果発表会
を行う。

１．事業方針
協会活動の内外への広報事業を展開し、当協会全体の
活性化を図る。

２．事業計画
　（1）広報活動
　　　OISAニュースの発行
　　　年間３回、協会活動及び業界イメージアップに繋が

る情報発信を行う。
 8月 総会特集・各委員会の事業計画
 12月 各委員会活動特集
 3月 新年例会・委員会活動特集
　　OISAニュースの継続発行、紙面の充実を図るとと

もに、行政諸機関及び諸学校へのOISAニュース配
布する。OISAニュースを利用して会員企業や社員
紹介を行い業界イメージアップに協力する。

　（2）ホームページの利活用
　　各委員会開催行事の広報や開催結果をタイムリーに

ホームページに掲載し協会活動の推進に寄与する。

２．事業計画
　（1）事業計画の具体化には会員企業の意見を反映し、

ニーズの高い研修内容を企画する。
　（2）県内企業の技術者向けに、専門技術あるいは先端

技術に関する講座を企画する。
　（3）行政と充分な協力体制をもとに、地域に開かれた

研修活動を企画する。

１．事業方針
　（1）協会の事業力強化と活性化を図るための諸施策を

推進する。
　（2）会員相互の交流と親睦を図るための諸施策を推進す

る。
　（3）社会貢献のための活動を推進する。

２．事業計画
　（1）次の協会定例行事を企画・開催する。
　　　　4月　通常総会・講演会　
　　　　1月　新年例会、講演会
　　　　2月　社会貢献活動推進
　（2）行政、情報産業団体との交流。
　（3）社会貢献活動の推進。
　

１．事業方針
　　委員会活動の充実と強化及び、会員相互の理解と協力をよ
り一層深める事を目的とした諸施策を展開する。

２．事業計画
　（1）先進地域ならびに先進企業への視察研修を実行する。
 9月 県外対象１泊２日
 2月 県内対象（日帰り）
　（2）OISA親善ゴルフ会を企画・開催する。
 11月 予定
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