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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２年６月発行】令和元年４月～令和２年５月イベント報告 No.26

令和元年度 第１回総務財務委員会模様

■日時：令和２年２月２８日（火曜日）

９：００～１０：００

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

Web会議：三浦委員

■議題

(1)令和元年度収支決算について

(2)その他

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

令和２年度 第１回委員長会議模様

■日時：令和２年４月２８日（火曜日）

１３：００～１４：３０

場所：情報通信設備協会 会議室（Web会議）

■出席者

今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長、

木村(清高)組織委員長、塚本教育委員長

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会状況について

②令和 2年度関東地方本部総会担務について

  1）第 65回定時総会次第

③第 65回定時総会議案について

④令和 2年度関東地方本部役員推薦者名簿(案)

⑤令和 2年度本部役員推薦者名簿(案)

⑥退任役員名簿(案)

⑦第281回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

延期について

⑧その他

(2)周知事項等

①令和 2年度研修等実施計画

②1 級電気通信工事施工管理技士資格取得研修

のご案内(延期)について

③令和 2年度定例講演会のお知らせ(中止)

④令和 2年度会議等開催予定

⑤令和 2年度予定表(4月～6月)

⑥会費未納の状況について

⑦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

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

〒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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令和２年度 第１回幹事会模様

■日時：令和２年４月２８日（火曜日）

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】

長谷川副本部長、松山副本部長、寺田幹事、島津幹事、

久野監事

【Web会議】

今井本部長、塚本教育委員長、木村(清高)組織委員長、

樋川幹事、田中幹事、木村(清信)幹事、金澤幹事、

石渡幹事、三浦幹事、永島幹事、髙橋幹事、

オブザーバー：宮川電気通信工業㈱ 宮川社長          

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会状況について

②令和 2年度関東地方本部総会担務について

  1）第 65回定時総会次第

③第 65回定時総会議案について

④令和 2年度関東地方本部役員推薦者名簿(案)

⑤令和 2年度本部役員推薦者名簿(案)

⑥退任役員名簿(案)

⑦第281回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

延期について

⑧その他

(2)周知事項等

①令和 2年度研修等実施計画

②1 級電気通信工事施工管理技士資格取得研修

のご案内(延期)について

③令和 2年度定例講演会のお知らせ(中止)

④令和 2年度会議等開催予定

⑤令和 2年度予定表(4月～6月)

⑥会費未納の状況について

⑦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

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

お知らせ

～令和２年度の研修・イベントについて～
新型コロナウイルス感染拡大防止という観点

から 4月～5 月の研修・イベントを中止および延

期させていただきました。

今後も感染拡大防止により中止および延期さ

せていただくことがありますので、ご理解の程、

宜しくお願い申し上げます。

開催等につきましては、メールおよび関東ホー

ムページで更新をさせていただきますので、ご覧

くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

【中止】

１．第 1回工事担任者資格取得研修

AI・DD総合種

基礎：4月 14日

  技術：4月 15日

  法規：4月 16日

２．新入社員研修：5月 18日～20日

３．第 1回定例講演会：5月 27日

【延期】

１．1級電気通信工事施工管理技士研修（学科）

5月 28日～29日→ 7月 9日～10日開催予定

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年度 第６５回関東地方本部総会模様

■日時：令和２年５月２１日（木曜日）

  場所：銀座キャピタルホテル 茜 2Fカトレア

(中央区築地 3-1-5 )

■報告：関東地方本部の第 65 回定時総会は、新

型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、規

模を縮小して 5月 21日(木)午後 3時 00分から東

京中央区の銀座キャピタルホテル 茜で開催しま

した。

花園事務局長の定数報告、金澤幹事の開会挨拶、

今井秀昭本部長の挨拶に続いて、関東地方本部運

営規定第 11 条により今井本部長が議長となり、

第 1号議案を松山仁広報委員長、第 2号議案を長

谷川浩正総務財務委員長、監査報告を吉田孝治監

事、第 3号議案を塚本豊教育委員長、第 4号議案

を長谷川浩正総務財務委員長、第 5号議案を花園

事務局長、それぞれ審議を行い滞りなく議案審議

が了承されました。

最後に島津正行幹事が閉会の挨拶を行い、第 65
回定時総会をすべて終了しました。

定数 会員数 235名              令和２年度関東地方本部役員一覧 （敬称略）

   出席者 22名

   委任状 128名

議事 第 1号議案 令和元年年度事業報告

   第 2号議案 令和元年度収支決算報告

         令和元年年度監査報告

   第 3号議案 令和２年度事業計画（案）

   第 4号議案 令和２年度収支予算（案）

   第 5号議案 役員選任の件

   

協会役職 氏名 所属支部 勤務先

本部長 長谷川浩正 神奈川県 日興テクノス㈱

副本部長 松山  仁 東 京 日本通信設備㈱

副本部長 塚本  豊 東 京 ㈱レイコム

幹事 宮川 光生 千葉県 宮川電気通信工業㈱

幹事 髙瀬 幸雄 埼玉県 埼玉アンテナシステム㈱

幹事 木村 清高 群馬県 ㈱群電

幹事 樋川 賢一 茨城県 ㈱トキワ

幹事 田中 清数 栃木県 東邦建㈱

幹事 清水  久 山梨県 ㈱サンテレコム

幹事 木村 清信 東 京 昭和電設㈱

幹事 金澤  昇 東京多摩 大和通信機㈱

幹事 島津 正行 東 京 ㈱島津商店

幹事 三浦  隆 東 京 トータルコミュニケーションズ㈱

幹事 石渡 秀明 東 京 石渡電気㈱

幹事 髙橋 義一 東 京 サンテレホン㈱

幹事 永島  薫 東 京 ㈱町田電話工業

幹事 寺田 栄作 東 京 日本通信機工業㈱

幹事 宮坂 秀雄 東 京 東陽工業㈱

幹事 今井 和宏 東 京 富士ネットシステムズ㈱

幹事 森 幸隆 東 京 日興通信㈱

地方監事 吉田 孝治 東 京 電通工業㈱

地方監事 長谷川 浩 東 京 協立情報通信㈱

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

総会会場風景

議長を務める今井本部長
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今井本部長の挨拶 松山広報委員長司会の石渡幹事 金澤幹事の開会挨拶

長谷川総務財務委員 吉田監事 塚本教育委員長 島津幹事の閉会挨拶

退任者贈呈式：今井氏 退任者贈呈式：久野氏 今井氏の退任者代表挨拶

集合写真
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お知らせ

～「令和２年度永年勤続従業員表彰式」「第６５回定時総会懇親会」の中止について～

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、第 65 回定時総会後に開催予定でした「令和２年永年勤続

従業員表彰式」と「第 65回定時総会懇親会」を中止させていただきました。

永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基づいて、会員暦 15年以上の会社に引き続き 20
年以上勤務し、勤務成績優秀な方々を表彰するもので、今年度は 10社 27名が受賞されました。受賞者

への表彰状と記念品については、別途、会社に送付をさせてきただきました。下記へ表彰者のお名前を

ご紹介させていただきます。

令和２年度永年勤続従業員表彰者（敬称略、社名 50音順）

会   員   名 氏   名 会   員   名 氏   名

石井電気通信株式会社 石井 良 サンワコムシスエンジニアリング株式会社 板橋 浩司

石井電気通信株式会社 内田 崇 サンワコムシスエンジニアリング株式会社 坂野 正秀

英工電機株式会社 欠端 巧 サンワコムシスエンジニアリング株式会社 関口 勇人

英工電機株式会社 中居 隆 シーティーディーネットワークス株式会社 小林 伸年

英工電機株式会社 番 貴寛 電通工業株式会社 粕谷 正嗣

協立情報通信株式会社 村井 遼 日興通信株式会社 布田 雅彦

協立情報通信株式会社 髙橋 幸太郎 日興通信株式会社 吉田 壮

協立情報通信株式会社 田之上 治 日興通信株式会社 村上 範幸

協立情報通信株式会社 小川 由紀子 日興通信株式会社 大堀 浩一

協立情報通信株式会社 矢内 英治 日興通信株式会社 笹木 大輔

協立情報通信株式会社 森 直樹 富士ネットシステムズ株式会社 大越 健規

協立情報通信株式会社 今泉 功 富士ネットシステムズ株式会社 高石 進

協立情報通信株式会社 中島 俊一 三峰電気株式会社 氏家 史人

株式会社群電 岩井 健

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

お知らせ

～各支部の総会について～

前号でご案内をしておりました各支部総会ですが、新型コロナウイルス感染防止の観点から総会縮小、

または書面表決に切り替えさせていただきました。イベント報告で掲載は出来ませんが、今年度も各支

部活動にご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

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


