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一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部

【平成 30 年 10 月発行】平成 30 年 8 月～平成 30 年 9月イベント報告 No.16

平成３０年度第１回組織委員会模様

■日時：平成３０年８月９日（木曜日）

１３：３０～１５：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

(会議室)高橋組織委員長、

長谷川委員、髙瀬委員、永島委員

(Web) 宮川委員、金澤委員、

田中委員、山本委員

■議題

(1)平成 30 年度の会員拡大の取組みについて

①会員拡大に向けた取組み状況について

②会員拡大に向けた取組みについて

(2)平成 30 年度の具体的な取組みについて

①ワーキンググループのメンバー及び検討状況

②ステッカーの有効活用について

③本部施策の取組み状況について

1)アライドテレシス㈱との協業について

2)アライドテレシス㈱との更なる協業について

3)ヤマハ㈱からの ITCA 支援について

(3)その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第１回教育委員会模様

■日時：平成３０年８月２２日（水曜日）

１４：３０～１６：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

木村清高委員、島津委員、

永島委員、三浦委員

■議題

(1)平成 30 年度研修等実施状況について

(中間報告)

(2)平成 30 年度第 2 回工事担任者資格取得研修

（AI・DD 総合種）ご案内

(3)平成 30 年度第 2 回消防設備士（甲種 4 類）

(4)平成 30 年度経営革新セミナーのお知らせ・

企画書

(5)平成 30 年度第 2 回講演会について

①本部との連携によるセミナーの開催

（H30.11.20）
②セミナーの司会者の決定

(6)その他

  受験準備講習会のご案内

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第１回広報委員会模様

■日時：平成３０年９月５日（水曜日）

１５：００～１６：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

松山広報委員長、島津委員、木村清信委員

■議題

(1)平成 30 年度広報活動状況について

(8 月期まで)

①「イベント報告」について

(2)HP への広告バナー掲載について

(3)機関誌に同封するチラシの料金設定について

(4)会員に広場の映像配信（VOD）について

(5)その他

②ホームページ更新状況について

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〒104-0042
東京都中央区入船 2-9-5
ＨＫビル 5F
TEL:03-5244-9700
http://kanto.itca.or.jp
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平成３０年度第４回委員長会議模様

■日時：平成３０年９月１１日（火曜日） １３：３０～１４：３０

場所：情報通信設備協会 会議室(中央区入船 2-9-5)
■出席者

今井本部長、松山副本部長、髙瀬業務委員長、髙橋組織委員長、塚本教育委員長

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会について

②弔慰及び見舞内規の一部改正について

③第278回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

について

④その他

（2）周知事項等

①平成 30 年度研修等実施状況について

②平成 30 年度第 2 回工事担任者資格取得研修

(AI・DD 総合種)のご案内

③平成 30 年度経営革新セミナーのご案内

④平成 30 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑤平成 30 年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥平成 30 年度中級 NW＆無線 LAN 一括(3 日

間)研修のご案内

⑦平成 30 年度第 2 回消防設備士(甲種 4 類)

受験準備講習会のご案内

⑧平成 30 年度 CAD 製図(電気設備)中級講習会

のご案内

⑨平成 30 年度組織拡大委員会の開催について

⑩平成 30 年度予定表(9 月～11 月)

⑪平成 30 年度会議等開催予定

⑫電気通信工事施工管理技士(1 級・2 級)資格

試験ガイド

⑬本部施策の取組み状況について

(平成 30 年度)
⑭ワーキンググループの打合せ状況について

⑮広報委員会からの報告事項について

⑯平成 30 年度財務状況について(8 月期)
⑰その他

（3）委員長等活動報告

（4）その他

平成３０年度第４回幹事会模様

■日時：平成３０年９月１１日（火曜日） １５：００～１７：００

場所：情報通信設備協会 会議室(中央区入船 2-9-5) Web 会議(12 対地接続)

■出席者

(会議室)今井本部長、松山副本部長、髙瀬業務委員長、高橋組織委員長、塚本教育委員長、

山本幹事、寺田幹事、

( Web ) 木村（清信）幹事、樋川幹事、田中幹事、木村(清高)幹事、清水幹事、金澤幹事、島津幹事、

髙橋(義一)幹事、石渡幹事、三浦幹事、永島幹事、久野監事                   

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会について

②弔慰及び見舞内規の一部改正について

③第278回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

について

④その他

（2）周知事項等

①平成 30 年度研修等実施状況について

②平成 30 年度第 2 回工事担任者資格取得研修

(AI・DD 総合種)のご案内

③平成 30 年度経営革新セミナーのご案内

④平成 30 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑤平成 30 年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥平成 30 年度中級 NW＆無線 LAN 一括(3 日

間)研修のご案内

⑦平成 30年度第2回消防設備士(甲種 4類)受験

準備講習会のご案内

⑧平成 30 年度 CAD 製図(電気設備)中級講習会

のご案内

⑨平成 30 年度組織拡大委員会の開催について

⑩平成 30 年度予定表(9 月～11 月)

⑪平成 30 年度会議等開催予定

⑫電気通信工事施工管理技士(1 級・2 級)資格

試験ガイド

⑬本部施策の取組み状況について

(平成 30 年度)
⑭ワーキンググループの打合せ状況について

⑮広報委員会からの報告事項について

⑯平成 30 年度財務状況について(8 月期)
⑰その他

（3）委員長等活動報告

（4）その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度第２回中級ネットワーク技術者研修報告
（情報ネットワークプランナーマスター資格取得）

■日時：平成３０年８月１日（水曜日）～２日（木曜日）

９：００～１７：００

場所：アライドテレシス㈱研修室

(品川区五反田 7-21-11)
■受講者：８名（工業高校先生：５名）

■報告： ブロードバンドルータ、LAN スイッチ

(L2／L3)を利用したハンズオンセミナーで、

ルーティング基礎からスイッチング基礎を習

得することで、インターネットマンションや企

業ネットワーク等を想定した構築の基本を習

得しました。後日、各自が「情報ネットワーク

プランナーマスター」認定試験を Web 上で受

けることになります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第２回無線ＬＡＮ技術研修報告
(情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格取得)

■日時：平成３０年８月３日（金曜日）

９：００～１７：００

場所：アライドテレシス研修室

(品川区五反田 7-21-11)
■受講者：１０名

■報告：無線 LAN 技術の総論とキーとなる基本

機能を学習し、無線 LAN 機器の AP における

基本的なコンフィギュレーションが出来るよ

うになり、加えてサーベイツールを介しての無

線 AP 設計・構築、トラブルシューティング方

法を習得しました。後日、各自が「情報ネット

ワークプランナー・ワイヤレス」認定試験を

Web 上で受けることになります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度ＣＡＤ製図（電気設備）初級講習報告

■日時：Ａ会場 平成３０年７月２２日（日）、８月５日（日）、１９（日）の３日間 ９：２０～１６：３０

Ｂ会場 平成３０年８月４日（土）、５日（日）、１１日（祝）の３日間    ９：３０～１６：４５

場所：A 会場：都立城南職業能力開発センター (品川区東品川 3-31-16)
B 会場：都立城東職業能力開発センター (足立区綾瀬 5-6-1)

主催：(一社)東京都電設協会

■参加者：Ａ会場 ６名 Ｂ会場 ６名

■報告：電気通信設備工事においては、CAD に

よる設計図や完成図の提出を求められる場合

が増えていることから、(一社)東京都電設協会

のご協力を得て、同協会が開催している

「AutoCAD LT」の基本操作と CAD 図面作成

の初級講習を受講しました。

研修模様

研修模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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一日でわかるプレゼンテーション研修報告

■日時：平成３０年９月７日（金曜日）

９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：７名

■報告：プレゼンテーションの基礎を学び、相手

に分かりやすく伝える（①ストーリーの作り方

②資料の作り方③話し方）3 つのスキル習得を

行い、理論的な考え方と伝えたい情報を体系的

にわかりやすく整理する基本を学びました。各

自がまとめたプレゼンテーション発表により

「説得力・表現力」の向上を図り、有意義な 1
日間となりました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度職長および安全衛生責任者特別教育講習会報告

■日時：平成３０年９月１８日（火曜日）～１９日（水曜日）

９：００～１７：３０

場所：ヤマト電気㈱ 本社ビル・会議室(練馬区春日 2-14-8)
主催：（一社）日本電気工事士協会

■受講者：３名

■報告： （一社）日本電気工事士協会主催の本

研修は、安衛法第 60 条、同施行令第 19 条、安

衛則第 40 条には、建設業、電気業において、

作業中の労働者を直接指導または監督する職

長の業務に就くことになった者(作業主任者を

除く)に対して、安全または衛生のための教育

を行わなければならないことが義務づけられ

ています。2 日間に亘る研修で必要な知識を習

得し受講者には「修了証」が発行されました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

研修会場様子 ビデオ撮影をしながらプレゼンテーション発表
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研修会場様子

第２級陸上特殊無線技士資格取得研修報告

■日時：平成３０年９月１９日（水曜日）～２０日（木曜日）

９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：９名

■報告：無線技術の進展により、情報通信システム

の端末は急激なモバイル化が増々進んでいます。

そこで無線設備の技術操作を行うために必要な

国家資格である「第 2 級陸上特殊無線技術士」の

資格取得研修を実施しました。

公益財団法人日本無線協会の専門講師により、

「法規」「無線工学」の養成課程を学習したあと、

最終日に資格取得試験を行い、全員が合格し免許

を取得しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ご案内


