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県内の情報化拠点として、県内企業の IT 利活用を推進してきた福井県産業情報センターでは、９月１０日を
「Kumando( くまんどう ) の日」とし、その週間に合わせてＩＴやビジネスにまつわるセミナーやイベントを、
他の機関とも連携しながら多数行います。ＩＴ関係者や経営者の方はもちろん、子どもたちが楽しみながら学べ
る体験イベントも開催。新たなビジネスの息吹を感じ、交流していただける１週間です！
今年はアフターコロナをテーマとし、セミナー等のリアル配信などオンラインをフル活用します。

ｋｕｍａｎｄｏ-ｗｅｅｋ と
は？
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福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16
福井県産業情報センター

（ソフトパークふくい内）

 【福井方面からお越しの方】
 ・京福バス 大学病院線新田塚線
 　（JR 福井駅西口バスターミナル乗り場 1番）
 ・京福バス 大和田大学病院線
 　（JR 福井駅西口バスターミナル乗り場 1番）
 ・京福バス 大学病院線
 　（JR 福井駅西口バスターミナル乗り場 1番）
 【丸岡方面からお越しの方】
 ・京福バス 丸岡永平寺線
 　（丸岡バスターミナル乗り場 3番）
 【松岡方面からお越しの方】
 ・京福バス 丸岡永平寺線（松岡駅バス乗り場）
  

 
※いずれも「県立大学」下車 徒歩約 1 0 分（所要時間 約 20 ～ 50 分）

 ・JR 福井駅より約 30 分
 ・北陸自動車道「福井北 I.C」より約 5分
 ・北陸自動車道「丸岡 I.C」より約 20 分
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お問い合わせ
（公財）ふくい産業支援センター　総務部
 TEL：0776-67-7414　FAX：0776-67-7419
 E-mail:kumando-week@fisc.jp

その他のイベントおよび参加申込書は、裏面をご覧ください。

※当イベントは新型コロナウィルス感染拡大防止対策を講じて開催いたします。

講　師 株式会社hapi-robo st　代表取締役社長

富田 直美氏
時　間 １0：００～１2：00

会　場 マルチホール

業務・サービスロボット市場は深刻化する人手不足や人件費の高騰などを
背景に拡大を続けており、2025年には現在の３倍近くの11兆円の巨大市
場へ成長すると予測されています。
富田氏はハウステンボス株式会社のCTO（最高技術責任者）として人手不
足、生産性向上、AI、IoT、ロボットなど現在注目のキーワードが凝縮され、
大きな話題を呼んだ「変なホテル」を技術面から支え、同ホテルの立役者と
なりました。その成功の舞台裏、ロボット、AI、IoTがもたらす未来およびア
フターコロナの世界で、テクノロジーをどう活用していくかについて語っ
ていただきます。

「変なホテル」の立役者が語る、
ロボット、AI、IoTがもたらす未来

特別講演会1

中小企業者等対　象



送信先 FAX：0776-67-7419総務部

氏　　　名 会　社　名

E - mail

所　在　地

電 話 番 号

参加希望
イベント

（参加したいものに
□してください。
複数可）

〒

□ ①9/  9（水）特別講演会「変なホテル」の立役者が語る、ロボット、AI、IoTがもたらす未来
□ ②9/  9（水）ＩＴ経営カンファレンス「AI・IoT時代に向けた中小企業の取り組み」～#コロナに負けるなver.～
□ ③9/10（木）創業計画書作り勉強会
□ ④9/10（木）飲食店向けセミナー「飲食店オーナーのための売上・利益アップセミナー」
 ～今からやるべきアフターコロナ対策とは～
□ ⑤9/10（木）起業セミナー「あなたの創業が成功するシンプルな考え方」
□ ⑥9/12（土）ふくいＡＩビジネス・オープンラボ勉強会「Google Colaboratoryで学ぶAIツール」
□ ⑦9/12（土）AI・IoT基調講演「新時代のコミュニケーションロボットの社会実装について」
□ ⑧9/12（土）AI・IoT活用セミナー「県内企業のAI・IoTの導入事例紹介」
□ ⑨9/12（土）ナレーター勉強会＆ミニセミナー「現役ナレーター直伝 ナレーション勉強会」
□ ⑩9/13（日）ドローン体験「私立ドローン学校」
□ ⑪9/13（日）プログラミング体験「プログラミング教室」

Kumando-Week2020　参加申込書

9/9 (wed)9/9 (wed)
ＩＴ経営カンファレンス2

阿部 満氏
講　師 一般社団法人AI・IoT普及推進協会

代表理事

林 英夫氏
武州工業株式会社 代表取締役

景井 美帆氏

シャープ㈱　通信事業本部
市場開拓部長

時間 １3：３０～１7：0０

会場 マルチホール

一般

AI・IoT時代に中小企業が生き残るための
課題と解決に向けた取り組みについて事
例を含めて紹介します。また、アフターコ
ロナ時代のＩＴ活用法についても取り上
げます。

対　象

AI・IoT時代に向けた
中小企業の取り組み
 ～#コロナに負けるなver.～

一般

起業セミナー5

伊藤 佑樹氏
講　師 ㈱ドラフト

石塚 由樹氏
㈱ピュアプラス

時間 １8：3０～20：0０

会場 会議室ＡＢ

一般
（起業に興味のある方・個人
事業主・中小企業経営者）

県内で活躍する創業者を講師に迎え、「創
業が成功するシンプルな考え方」につい
て、自らの体験をもとにお話しいただき
ます。

対　象

あなたの創業が成功する
シンプルな考え方

一般
（起業に興味のある方・個人
事業主・中小企業経営者）

一般
（ナレーター、声優など声の仕事・
業界を目指す方、興味のある方）

9/10 (thu)9/10 (thu)
飲食店向けセミナー4

齋藤 敏幸氏
講　師 ㈱ぼんた

時間 １6：0０～１7：3０

会場 会議室ＡＢ

県内で活躍する飲食店創業者を講師に迎
え、売上・利益獲得術と時代を生き抜くア
フターコロナ対策について、お話しいた
だきます。

対　象

加藤 永俊氏
講　師 創業マネージャー

時間 １3：0０～１5：0０

会場 システム設計室

対　象

飲食店オーナーのための
売上・利益アップセミナー
～今からやるべきアフターコロナ対策とは～

創業計画書作り勉強会3

創業の心構えやプランの作り方、資金面
の計画の立て方など、アドバイザーと一
緒に考え、つくります。

創業計画書作り勉強会

9/12 (sat)9/12 (sat)
ふくいAIビジネス・オープンラボ勉強会6

PCがなくてもAI開発ができるGoogle 
Colaboratory（グーグルコラボラト
リー）について学んでいただけます。基本
的な扱い方から、TensorflowやKeras
を用いた機械学習までを行います。

Google Colaboratory
で始めるＡＩツール

AI・IoT基調講演7

講　師

時間 １3：３０～１5：0０

会場 オンライン開催

一般

シャープ㈱より、コミュニケーションロ
ボットおよびスマホ／タブレットを使っ
た法人ソリューションについてお話しい
ただきます。

対　象

新時代のコミュニケーション
ロボットの社会実装について

9/12 (sat)9/12 (sat)
AI・IoT活用セミナー8

講　師
ＮＰＯ法人福井県情報化支援協会　理事長
㈱ビジネス・アイ　代表取締役

山本 道明氏

栃川 昌文氏
グラスITフィールズ㈱　代表取締役

時間 １5：00～１6：3０

会場 オンライン開催

ふくいAIビジネス・オープンラボで専門
家に相談した結果、県内企業のIoT導入に
つながった事例を紹介いたします。

対　象

県内企業のAI・IoTの
導入事例紹介

ナレーター勉強会＆ミニセミナー9

岡田 健志氏講　師 ナレーター

小川 小一郎氏
㈱サウンドディレクション

時間 １4：0０～１6：0０

会場 システム設計室

県内のCMやTV番組でナレーターとして
活躍する講師を迎え、コロナ時代でも仕事
の依頼を絶やさない働き方、自身の体験を
語っていただく。また、CM映像に合わせ
たナレーションを参加者に体験していた
だく実演ワークショップも行います。

対　象

現役ナレーター直伝
ナレーション勉強会

9/13 (sun)9/13 (sun)
ドローン体験10

講　師

時間 １0：0０～１2：0０

会場 マルチホール

ドローンは単なる遊び道具じゃない。こ
れからの時代を支える新しいツール。ド
ローンの役割やドローンにできること、
そしていろんなドローンを使った遊びな
どを学び、ドローンを身近なものに感じ
よう！

対　象

私立ドローン学校

プログラミング体験11

親子
（小学生）

○YouTuber 体験イベント（13日開催予定）
○ARクイズラリー（13日開催予定）
○kumando TV（9/7～ 9/12）
○支援センター活用事例紹介（9/7～ 9/13）
○AI・IoT 活用事例パネル展（9/7～ 9/13）

その他、関連イベントが目白押し

創業準備中の方・
創業して５年以内の方

野阪 武司氏
講　師 ㈱ＰＴＯＫ

時間 １0：0０～１2：0０

会場 オンライン開催

対　象

AI・IoT をビジネス
に活用したい方

さかい飛行倶楽部 講　師

時間 １3：3０～１5：3０

会場 会議室ＡＢ

BASICプログラミング専用パソコン
「IchigoJam」を使い、ゲーム作りを体験
いただきます。初めてキーボードを触る
こどもたちでも安心なメニューでプログ
ラミングを楽しく学べます。

対　象

プログラミング教室

小学生
（付き添い可）

ＰＣＮ

一般対　象
上記以外のイベントも順次追加予定です。
各イベントの詳細情報や追加イベント情報は、
ホームページをご覧ください。
https://www.fisc.jp/kumandoweek/　　
（ホームページからのお申込みも可能です）

親子体験の日


