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一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部

【令和元年 10 月発行】令和元年 8月～9月イベント報告 No.22

令和元年度 第３回委員長会議模様

■日時：令和元年９月１０日（月曜日） １３：３０～１４：３０

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長、

髙瀬業務委員長、塚本教育委員長、木村(清高)組織委員長

■議題

(1)審議事項

①会員拡大に向けた取組みについて

②令和元年度組織拡大委員会の開催について

③第280回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

について

④教育委員会によるワーキングメンバーの

開催について

(2)周知事項等

①令和元年度研修等実施状況について

②令和元年度第 2 回工事担任者資格取得研修

(AI・DD 総合種)のご案内

③令和元年度経営革新セミナーのご案内

④令和元年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑤令和元年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥令和元年度中級 NW＆無線 LAN 一括(3 日

間)研修のご案内

⑦令和元年度第 2 回消防設備士(甲種 4 類)受験

準備講習会のご案内

⑧令和元年度職長および安全衛生責任者特別

教育のご案内

⑨令和元年度予定表(9 月～11 月)

⑩令和元年度会議等開催予定

⑪令和元年度財務状況について(8 月期)

⑫令和元年度中間決算の資料提出について

⑬その他

(3)委員長等活動報告

①各委員会からの報告

②その他

(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

企業通信システム維持管理のガイドライン

「情報通信設備 保守契約のすすめ」パンフレット販売のご案内

一般社団法人

情報通信設備協会 関東地方本部

TEL:03-5244-9700

E-mail:info@itca.or.jp

パンフレットを 100 部単位で販売しております。

保守サービスのツールとしてご利用下さい。

申込み方法・価格等は下記へお問合せ願います。
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令和元年度 第３回幹事会模様

■日時：令和元年９月１０日（月曜日） １５：００～１７：００

場所：情報通信設備協会 会議室（Web 会議）

■出席者

（協会会議室）

今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長、

髙瀬業務委員長、木村(清高)組織委員長、塚本教育委員長、

樋川幹事、

久野監事、

（Web 会議）

木村(清信)幹事、田中幹事、清水幹事、金澤幹事、島津幹事、

石渡幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、                   

■議題

(1)審議事項

①会員拡大に向けた取組みについて

②令和元年度組織拡大委員会の開催について

③第280回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

について

④教育委員会によるワーキングメンバーの

開催について

(2)周知事項等

①令和元年度研修等実施状況について

②令和元年度第 2 回工事担任者資格取得研修

(AI・DD 総合種)のご案内

③令和元年度経営革新セミナーのご案内

④令和元年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑤令和元年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥令和元年度中級 NW＆無線 LAN 一括(3 日

間)研修のご案内

⑦令和元年度第 2 回消防設備士(甲種 4 類)受験

準備講習会のご案内

⑧令和元年度職長および安全衛生責任者特別

教育のご案内

⑨令和元年度予定表(9 月～11 月)

⑩令和元年度会議等開催予定

⑪令和元年度財務状況について(8 月期)

⑫令和元年度中間決算の資料提出について

⑬その他

(3)委員長等活動報告

①各委員会からの報告

②その他

(4）その他

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

令和年度 ＣＡＤ製図（電気設備）初級講習報告

■日時：Ａ会場 令和元年７月７日（日）、１４日（日）、１５（日）の３日間  ９：２０～１６：３０

Ｂ会場 令和元年８月３日（土）、４日（日）、１０日（土）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 ４名 Ｂ会場 １０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

の初級講習を開催しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和元年度 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：令和元年７月３１日（水曜日）～８月１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：９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。

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

令和元年度 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：令和元年８月２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：５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。

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

令和年度 ＣＡＤ製図（電気設備）中級講習報告

■日時：令和元年９月１日（日）、８日（日）、１６（日）の３日間  ９：２０～１６：３０

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

■参加者：１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

が増えています。このことから、(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

成の初歩をマスターした方を対象として、さら

なるスキルアップした内容の中級講習会を開

催しました。

研修模様

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

研修模様
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令和元年度 一日でわかるプレゼンテーション研修報告

■日時：令和元年９月５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：６名

■報告：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。

プレゼンテーション演習では、発表様子をビデ

オ録画して、自らを振り返り「説得力・表現力」

の向上を図りました。今後のプレゼンテーショ

ンに活かせる有意義な一日となりました。

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

令和元年度 ２級電気通信工事施工管理技士 資格取得研修報告

■日時：令和元年９月２５日（水曜日）～２６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：３０名

■報告： 令和元年度より実施されます新規資格

「2 級電気通信工事施工管理技士」の後期試験

に向けて研修会を開催しました。施工管理技士

とは、建設業法における専任の技術者における

主任技術者の要件を満たす資格となります。ま

た、経営事項審査においては、資格者 1 名につ

き、2 点が与えられます。受講者は、資格取得

に向けて熱心に学習されていました。

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

研修会場様子 プレゼンテーション演習

研修模様


