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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 28 年 4 月発行】平成 28 年 2 月～3 月 イベント報告 No.1

ＣＡＤ製図(電気設備)初級講習報告

■日時：平成２８年２月６日（土曜日）、

７日（日曜日）、１３日（土曜日）の３日間

９：３０～１６：４５

場所：都立城南職業能力開発センター

（品川区東品川 3-31-16）

■参加者：８名

■報告：東京都電設協会のご協力を得て、

同協会が主催している「AutoCAD LT」の基本

操作と CAD 図面作成方法の初級講習に、関東

地方本部会員 8 名が参加いたしました。  

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

第２回組織委員会模様（ＰＴ）

■日時：平成２８年２月２３日（火曜日）

１３：００～１７：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

宮川組織委員長、今井委員、清水委員、

長谷川委員、髙瀬委員、山本委員、

大輪本部長、

ＮＴＴ 千葉事業部： 三木課長、

ＴＧ様

■議題

(1)ＮＴＴ東日本様からのご提案について

光コラボレーションの具体的な取組みについて

(2)その他

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

第３回組織委員会模様（ＰＴ）

■日時：平成２８年３月１日（火曜日）

１３：００～１５：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

宮川組織委員長、今井委員、清水委員、

長谷川委員、髙瀬委員、山本委員、

大輪本部長、山内専務理事

ＮＴＴ 千葉事業部：萩原部長、三木課長

■議題

(1)ＮＴＴ東日本様からのご提案について

光コラボレーションの具体的な取組みについて

①収支のシュミレーション

②具体的な方向性について

③今後のスケジュール

(2)その他

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

平成２７年度第７回委員長会議模様

■日時：平成２８年３月１日（火曜日）

１６：００～１７：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

大輪本部長、宮川副本部長、今井副本部長

長谷川教育委員長、松山広報委員長

髙瀬業務委員長

■議題

(1)理事長の推薦について

(2)その他
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第４回組織委員会模様（ＰＴ）

■日時：平成２８年３月８日（火曜日）

１０：００～１２：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

宮川組織委員長、今井委員、清水委員、

長谷川委員、髙瀬委員、山本委員、

大輪本部長

ＮＴＴ 千葉事業部：萩原部長、三木課長

■議題

(1)光卸コラボレーションの具体的な取組みにつ

いて

①業務委託の収支のシュミレーションの状況

②具体的な方向性について

③今後のスケジュール

(2)その他

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

平成２７年度第８回委員長会議模様

■日時：平成２８年３月８日（火曜日）

１３：３０～１５：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

大輪本部長、宮川副本部長、今井副本部長

長谷川教育委員長、松山広報委員長、

髙瀬業務委員長

■議題

(1)審議事項

①平成 28 年度事業計画案及び予算案

  ・平成 27 年度決算見込み

  ・平成 28 年度重点施策（案）

  ・平成 28 年度予算（案）

②会員の入退会について

③会費未納会社の状況について

④第 61 回定時総会について

⑤その他

(2)周知事項等

①平成 28 年度第 1 回工事担任者資格取得研修

（基礎・技術・法規）

②平成 28 年度新入社員研修

③平成 28 年度第二種電気工事士・

筆記試験講習会

④賠償責任保険の募集について

⑤光卸コラボの取組みについて

⑥その他

（3）委員長等活動報告

（4）その他

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

平成２７年度第６回幹事会模様

■日時：平成２８年３月８日（火曜日）

１５：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

大輪本部長、宮川副本部長、今井副本部長

長谷川教育委員長、松山広報委員長、

髙瀬業務委員長、山本幹事、金澤幹事、

清水幹事、児玉幹事、塚本幹事、島津幹事、

樋川幹事、岩田幹事

高橋監事、福島監事

■議題

(1)審議事項

①平成 28 年度事業計画案及び予算案

  ・平成 27 年度決算見込み

  ・平成 28 年度重点施策（案）

・平成 28 年度予算（案）

②会員の入退会について

③会費未納会社の状況について

④第 61 回定時総会について

⑤その他

(2)周知事項等

①平成 28 年度第 1 回工事担任者資格取得研修

（基礎・技術・法規）

②平成 28 年度新入社員研修

③平成 28 年度第二種電気工事士・

筆記試験講習会

④賠償責任保険の募集について

⑤光卸コラボの取組みについて

⑥その他

（3）委員長等活動報告

（4）その他
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第５回組織委員会模様（ＰＴ）

■日時：平成２８年３月２９日（火曜日）

１３：３０～１５：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

宮川組織委員長、今井委員

ＴＧ様：荒井部長、三澤課長、

    吉村チームリーダー、谷口担当

ＮＴＴ 千葉事業部：三木課長

■議題

(1)光卸コラボレーションの具体的な検討項目に

ついて

①ＴＧ様との協業についての業務契約

②ブランド名称について

③会員会社へのアプローチ

④ＩＴＣＡ会員への金額（価格等）について

(2)その他

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

㈱Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ「ＰＡクラウド」サービス説明会模様

■日時： 平成２８年２月２３日（火曜日） １５：0０～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者：１３名

■説明会内容

「ＰＡクラウドサービス」のご紹介

本サービスは、社内電話帳およびお客様連絡

先（名刺情報）をクラウドサーバーで一元管理

し、スマートフォンや PC からいつでも閲覧・

発信が可能となる Web 電話帳です。

  また、利便性とセキュリティに優れたコミュ

ニケーション環境も提供しています。

  PA クラウドは、組織を強くする「Web 電話

帳」、営業を強くする「名刺管理」、セキュリテ

ィを強化した「セキュアメール」、コスト削減

「BYOD・FMC 両対応の発信制御」機能が入

ったクラウド電話帳統合サービスです。

①ＰＡクラウドサービスの商品説明

②申込みから利用開始までの必要書類配布

③その他・質疑応答

説明会場の様子

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

平成２８年度総会日程

組 織 名 開 催 日 時 間 場  所

協会本部 ６月９日（木） １５時００分～ メルパルク東京

関東地方本部 ５月２３日（月） １４時 3０分～ メルパルク東京

神奈川県支部 ５月１３日（金） １７時００分～ リゾーピア箱根（宿泊土曜日解散）

千葉県支部 ４月２８日(木） １６時００分～ 京葉銀行文化プラザ

埼玉県支部 ５月１０日（火） １５時３０分～ 大宮・ラフォーレ清水園

茨城県支部 ５月１０日（火） １８時００分～ 水戸・海鮮厨房 天天

栃木県支部 ５月１２日（木） １５時３０分～ 宇都宮・ホテルニューイタヤ

群馬県支部 ５月１３日（金） １７時００分～ 高崎・メトロポリタンホテル

山梨県支部 ４月１３日（水） １８時３０分～ 甲府・鮮八寿司

東京支部 ４月２２日（金） １６時００分～ 東海大学校友会館

東京多摩支部 ４月２７日(水） １５時００分～ 立川グランドホテル


