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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 12 月発行】平成 28 年 10 月～11 月イベント報告 No.5

平成２８年度第１回教育委員会模様

■日時：平成２８年１０月４日（火曜日）

１４：００～１５：３０

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

塚本教育委員長、島津委員、

木村(清高)委員、吉田委員

■議題

(1)平成 28 年度研修等実施状況について

(2)第 2 回定例講演会について

(3)今後の研修計画について

(4)その他

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

平成２８年度第１回広報委員会模様

■日時：平成２８年１０月４日（火曜日）

１６：００～１７：００

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)10 月号イベント状況について

(2)今後の HP の更新について

(3)「会員の広場」への活用検討

(4)その他

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

平成２８年度第１回総務財務委員会模様

■日時：平成２８年１０月２７日（木曜日）

１６：００～１７：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

長谷川総務財務委員長、木村(清信)委員、

岩田委員、吉田委員

■議題

(1)Web 会議の PC 環境状況について

(2)平成 28 年度の財務状況(9 月末)について

(3)AIU 損害保険㈱(業務災害総合保険)の提案について

(4)その他

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

〒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２８年度第４回委員長会議模様

■日時：平成２８年１１月８日（火曜日）

１３：３０～１４：３０

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

今井本部長、長谷川副本部長、

髙瀬業務委員長、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会員拡大に向けた取組みについて

③会費未納会社の状況について

④NTT 東日本との「ギガらく Wi-Fi」注文取次

契約について（案）

⑤平成 29 年新年賀詞交歓会について

⑥新春経営セミナーの開催検討について

⑦Web 会議の導入について

⑧AIU 損害保険㈱（業務災害総合保険）の提案

について

(2)周知事項等

①第 2 回定例講演会のお知らせ

②平成 28 年度研修等実施状況について

③28 年度支部忘年会・新年賀詞交歓会等予定に

ついて

④各委員会からの報告事項について

⑤メーカへのカタログ掲載要望書の状況に

ついて

⑥平成 28 年度の財務状況（9 月末）について

⑦その他

(3)委員長等活動報告

(4)その他

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

平成２８年度第５回幹事会模様

■日時：平成２８年１１月８日（火曜日）

１５：００～１６：３０

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

今井本部長、長谷川副本部長、

髙瀬業務委員長、塚本教育委員長、

木村（清信）幹事、山本幹事、

樋川幹事、能地幹事、木村(清高)幹事、

清水幹事、金澤幹事、島津幹事、岩田幹事、

石渡幹事、髙橋(義一)幹事、吉田幹事、

宮川監事、

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会について

②会員拡大に向けた取組みについて

③会費未納会社の状況について

④NTT 東日本との「ギガらく Wi-Fi」注文取次

契約について（案）

⑤平成 29 年新年賀詞交歓会について

⑥新春経営セミナーの開催検討について

⑦Web 会議の導入について

⑧AIU 損害保険㈱（業務災害総合保険）の提案

について

(2)周知事項等

①第 2 回定例講演会のお知らせ

②平成 28 年度研修等実施状況について

③28 年度支部忘年会・新年賀詞交歓会等予定に

ついて

④各委員会からの報告事項について

⑤メーカへのカタログ掲載要望書の状況に

ついて

⑥平成 28 年度の財務状況（9 月末）について

⑦その他

(3)委員長等活動報告

(4)その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度第２回工事担任者資格(AI・DD 総合種)取得研修報告

■日時：平成２８年１０月１２日（水曜日）基礎コース

平成２８年１０月１３日（木曜日）技術コース

平成２８年１０月１４日（金曜日）法規コース

９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：基礎６名 技術１５名 法規７名

■報告：平成 28 年 11 月 27 日に実施されました

第 2 回工事担任者試験の対策講座として「電気

通信工事担任者の会」専任講師により基礎・技

術・法規コースを開催しました。延べ 28 名が

合格に向けて熱心に受講しました。

なお、平成 28 年度の第 1 回工事担任者試験

の電気通信国家試験センター全体(全国合計)

の合格率は、DD 第 1 種が 24.4％、AI・DD 総

合種が 21.1％となっています。また、(一財)

日本データ通信協会 電気通信国家試験センタ

ーのホームページに、平成 26 年度第 2 回から

の全試験問題と回答が掲載されますので、今後

の受験にお役立てください。

(http://www.shiken.dekyo.or.jp/charge/exam/i
ndex.html)

研修会場の様子

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

平成２８年度ＣＡＤ製図(電気設備)中級講習会報告

■日時：平成２８年１１月６日（日）、１３日（日）、２０日（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)
主催：（一社）東京都電設協会

■受講者：３名

■報告：CAD 製図(電気設備)中級講習会は、

「AutoCAD LT」の基本操作と CAD 図面作成

の初歩をマスターした方を対象とするもので、

さらなるスキルアップを目指す方を対象とす

る講習会で、よりレベルの高い技術を習得しま

した。

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

平成２８年度第２回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２８年１１月２９日（火曜日）

～３０日（水曜日）

９：００～１７：００

場所：ヤマト電機㈱・本社ビル会議室

(練馬区春日町 2-14-8)
主催：（一社）日本電気工事士協会

■受講者：３名

■報告：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、厚

生労働省より「職長・安全衛生責任者教育」の

実施が指示されています。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つくこと

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ました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度経営革新セミナー報告

■日時：平成２８年１１月１１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：１０名

■報告： 今年度は 1 日コースの研修として『変

化をチャンスと捉え、イノベーションを図り、

将来の業績基盤を構築したい』という志の高い

経営者、役員、管理職等を対象に行いました。

受講者は、新たなイノベーション切り口を踏ま

えた新経営戦略・新事業モデル構築から中期ビ

ジョンの策定・推進、ビジョン推進・変革のた

めの組織・人材革新に至るまでの実践ノウハウ

を習得し、グループ討議後に発表会を行いまし

た。他会員との交流もでき有意義な 1 日となり

ました。

研修模様

グループ討議

課題発表会

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

平成２８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２８年１１月１６日（水曜日）～１７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：７名

■報告： LAN スイッチとブロードバンドルータ

を利用したハンズオンセミナーで、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。2 日目は、研

修終了後に実施した「情報ネットワークプラン

ナーマスター」資格認定試験に 7 名が合格しま

した。

研修模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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第２７４回関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告

■日時：平成２８年１１月１５日（火曜日）

場所：八千代ゴルフクラブ(千葉県八千代市米本 2834)
■参加者：２０名

■報告：第 274 回関東ベル倶楽部ゴルフ大会は、

会員企業や取引先関連企業が多数参加し、千葉

県八千代市の「八千代ゴルフクラブ」で開催し

ました。八千代ゴルフクラブは、都心から車で

約 1 時間の美しい松林でセパレートされ、広々

としてフラットなコース、壮大な自然に恵まれ

た理想のパブリックコースです。当日は、曇り

空でしたが、参加者は思う存分にプレーを楽し

んだ一日となりました。プレー終了後は、表彰

式を兼ねて和気あいあいの盛大な懇親会パー

ティーを開催しました。

  
優勝された君塚様   和やかな懇親会模様         コース風景

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

平成２８年度支部忘年会・新年賀詞交歓会日程

組 織 名 開 催 日 時 間 場  所

神奈川県支部 １月２０日（金） １７時００分 モンテファーレ（横浜市保土ヶ谷区天王町）

千葉県支部 １月２０日(金） １８時００分 京葉銀行文化プラザ （千葉市）

埼玉県支部 １月２６日（木） １７時００分 ラフォーレ清水園（大宮）

茨城県支部 １月１９日（木） １８時００分 海鮮厨房 天天（水戸）

栃木県支部 １２月８日（木）～９日（金） １８時００分 鶴亀大吉（栃木県日光市安川町）

群馬県支部 １月２０日（金） １７時３０分 ホテルメトロポリタン高崎

山梨県支部 １２月９日（金） １８時００分 屋形船 はしや（浜松町）

東京支部 １２月７日（水） １６時３０分 メルパルク東京（港区浜松町）

東京多摩支部 １月２５日(水） １８時００分 国分寺駅ビル９F 和食「いらか」

関東地方本部 １月１１日（水） １５時００分 メルパルク東京（港区浜松町）

順 位 氏名 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 君塚 民雄 日新電話設備㈱ 42 45 87 10.8 76.2
準優勝 宮坂 秀雄 東陽工業㈱ 46 50 96 19.2 76.8
３ 位 横田 二郎 和泉通信工業㈱ 47 49 96 18.0 78.0
Ｂ Ｇ 吉田 孝治 電通工業㈱ 40 43 83 4.8 78.2
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平成２８年度第２回定例講演会報告

■日時：平成２８年１１月２９日（火曜日）

１３：３０～１７：００

場所：メルパルク東京 4F 孔雀の間（港区芝公園 2-5-20）
■参加者：５２名

■演題：(1)「アライドテレシスが目指す、ＩＴソリューション・サービス事業での協業」

      講師 アライドテレシス株式会社

         取締役 サポート＆サービス事業本部 原川 竹氏 様

    (2)「身近に忍び寄るサイバーセキュリティ攻撃」

      ～経営課題としてのリスクと対策の考え方～

     講師 株式会社ラック

         ビジネスアーキテクト 持田 啓司 様

        （独立行政法人情報処理推進機構 中小企業情報セキュリティ普及検討 WG 委員）

■報告：第 2 回定例講演会を港区芝公園のメルパ

ルク東京で開催しました。当日は、風が冷たい

ながらも晴れた天候で、多数の会員が参加され

情報通信の最新動向に耳を傾けられました。

演題(1)は、賛助会員であるアライドテレシス

株式会社が自社製品のご紹介と協会会員との

協業ビジネス案について講演を行いました。

演題(2)は、セキュリティに関しては国内有数

企業の株式会社ラックより、企業経営への深刻

な脅威となっている金銭的な実害を被る「ネッ

トバンキングを狙う不正送金」、突然パソコン

が使えなくなり業務が止まる「ランサムウェア」

の最新の脅威とその手口、セキュリティ人材育

成等について講演を行いました。

会場風景

司会の島津教育委員

塚本教育委員長の開会挨拶

アライドテレシス㈱

原川竹氏 氏

㈱ラック

持田啓司 氏


