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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８月発行】令和２年６月～令和２年７月イベント報告 No.27

令和２年度 第２回幹事会模様

■日時：令和２年５月２１日（木曜日）

１５：５０～１７：００

場所：銀座キャピタル 2F カトレア

■出席者

長谷川本部長、松山副本部長、塚本副本部長、木村(清高)組織委員長、

金澤幹事、島津幹事、髙橋幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、

宮川幹事、石渡幹事、今井幹事、宮坂幹事、森幹事、

吉田監事、長谷川監事

          

■議題

(1)審議事項

①本部長及び副本部長の選定について

(2)周知事項等

①令和 2 年度会議等開催予定について

②その他

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

令和２年度 第３回委員長会議模様

■日時：令和２年６月５日（金曜日）

１０：３０～１２：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

長谷川本部長、松山副本部長(広報委員長兼務)、塚本副本部長(教育委員長兼務)、

髙瀬総務財務委員長、樋川業務委員長、木村(清高)組織委員長

■議題

(1)第 3 回幹事会議題

①令和 2 年度関東地方本部役員担務表(案)

②第 281 回関東ベル倶楽部の行事企画書

③令和 2 年度研修等実施計画及び実施状況について

(2)その他

  新事務局長 松島健一氏との顔合わせ

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

〒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４回委員長会議模様

■日時：令和２年７月１４日（火曜日）

１３：００～１４：３０

場所：U-AXIS BCC2 階（中央区入船 2-2-14）
■出席者

長谷川本部長、松山副本部長(広報委員長兼務)、塚本副本部長(教育委員長兼務)、

髙瀬総務財務委員長、樋川業務委員長、木村(清高)組織委員長

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み

について

②令和 2 年度関東地方本部役員担務について

③各委員会の開催日程について

④その他

(2)周知事項等

①令和 2 年度研修等実施状況及び実施計画

②一日でわかるプレゼンテーション研修の

  

⑤2020 年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥「第 2 級電気通信工事施工管理技士」

資格取得研修のご案内

⑦令和 2 年度予定表（7 月～9 月）

⑧令和 2 年度会議等開催予定

⑨令和 2 年度収支予算書(収益・費用)(6 月期)

⑩青年部(仮称)の準備委員会の設立について

(案)

ご案内

③第 2 回工事担任者資格取得研修のご案内

④2020 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑪ZOOM 導入について

(3)委員長等活動報告

(4)その他

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

令和２年度 第３回幹事会模様

■日時：令和２年７月１４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

長谷川本部長、松山副本部長(広報委員長兼務)、塚本副本部長(教育委員長兼務)、

髙瀬総務財務委員長、樋川業務委員長、木村(清高)組織委員長

金澤幹事、島津幹事、三浦幹事、永島幹事、樋川幹事、寺田幹事、

宮川幹事、石渡幹事、今井幹事、宮坂幹事、森幹事、

吉田監事、長谷川監事

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み

について

②令和 2 年度関東地方本部役員担務について

③各委員会の開催日程について

④その他

(2)周知事項等

①令和 2 年度研修等実施状況及び実施計画

②一日でわかるプレゼンテーション研修の

  

⑤2020 年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥「第 2 級電気通信工事施工管理技士」

資格取得研修のご案内

⑦令和 2 年度予定表（7 月～9 月）

⑧令和 2 年度会議等開催予定

⑨令和 2 年度収支予算書(収益・費用)(6 月期)

⑩青年部(仮称)の準備委員会の設立について

(案)

  ご案内

③第 2 回工事担任者資格取得研修のご案内

④2020 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑪ZOOM 導入について

(3)委員長等活動報告

(4)その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年度 第１回業務委員会模様

■日時：令和２年７月２８日（火曜日）

１３：００～１４：３０

場所：U-AXIS BCC2 階（中央区入船 2-2-14）
■出席者

樋川業務委員長、石渡委員、寺田委員、今井委員、森委員

■議題

(1)委員長挨拶

資料 1：令和 2 年度関東の重点施策

(2)令和 2 年度の上半期の実施状況について

(3)令和 2 年度事業計画(具体的な取組み)

について

資料 2：令和 2 年度関東の重点施策(案)

(4)今後の業容拡大及び新商材について

資料 3：関東取組み状況について

(2020 年 1.14)
(5)その他

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

令和２年度 第１回組織委員会模様

■日時：令和２年７月２８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

木村清高組織委員長、長谷川本部長、今井委員、樋川委員、

■議題

(1)委員長挨拶

資料 1：令和 2 年度関東の重点施策

(2)令和 2 年度の上半期の会員拡大に向けた

取組み状況

資料 2-1：会員の入退会状況

資料 2-2：会員拡大の取組み状況について

(3)令和 2 年度会員拡大及び具体的な取組み

について

資料 3：令和 2 年度の重点施策

資料 4：[参考]会員拡大及び具体的な取組

について(委員長会議資料)

(4)その他

           

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

令和２年度 第１回教育委員会模様

■日時：令和２年７月２９日（水曜日）

１３：３０～１５：００

場所：情報通信設備協会 会議室

■出席者

塚本教育委員長、三浦委員、永島委員、寺田委員

■議題

(1)委員長挨拶

資料 1：令和 2 年度関東の重点施策

(2)令和元年度教育委員会 WG 状況の今後の展開

資料 2：[参考]令和元年教育委員会 WG 報告

(3)令和 2 年度研修等実施状況について

資料 3：令和 2 年度研修等実施計画及び

実施状況

(4)令和 2 年度の上期の実施状況について

(5)令和 2 年度具体的な取り組み(案)

資料 4：令和 2 年度関東の重点施策(案)

(6)第 2 回工事担任者資格取得研修

AI・DD 総合種の開催場所について

(7)その他

資料 5-1：遠隔授業配線パッケージ

資料 5-2：遠隔教育・研修パッケージ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年度 １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２年７月９日（木曜日）～１０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：令和元年度より実施されます新規資格「1
級電気通信工事施工管理技士」の学科試験に向

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。

新型コロナ感染防止の観点から、講師はフェ

イスシールドを着用、受講者はマスク着用、消

毒剤の設置、換気を良くする等、細心の注意を

払い受講していただきました。受講者は、資格

取得に向けて熱心に学習されました。

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

令和２年度 ハラスメント防止研修報告

■日時：令和２年７月１５日（水曜日）

１０：００～１６：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：５名

■報告：2020 年 6 月より「ハラスメント防止法」

が施行されました。ハラスメントの種類と内容

を正しく理解し、ハラスメントを起こさない職

職場作りにつなげます。ハラスメント防止に向

けた職場において風通しの良いコミュニケー

ションを実現するため、コミュニケーション法

を学びました。

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

研修模様

「カリキュラム」

０．アイスブレイク

１．ハラスメントとは

２．パワーハラスメント(パワハラ)を考える

３．他のハラスメントを考える

４．ハラスメントが発生した場合の対処法

５．ハラスメントを起こさない職場のコミュニケーション法

６．まとめ

研修模様

１日目：電気通信工学・電気通信設備・関連分野

２日目：施工管理法・法規等
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第２８１回 関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告

■日時：令和２年７月２１日（火曜日）

場所：袖ヶ浦カントリー倶楽部 新袖コース(千葉市若葉区富田町 1140 番地)

■参加者：２９名

■報告：第 281 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

県千葉市の「袖ヶ浦カントリー倶楽部」で開催

しました。袖ヶ浦カントリー倶楽部は、都心か

ら車で約 1時間の自然の地形を生かした変化に

富みながらもプレーヤーに負担がかからない

ように配慮されているコースです。東京都にあ

りながら、都会の喧騒とかけ離れた武蔵野の緑

と秩父多摩の山々に囲まれた美しい自然に囲

まれたコースで参加者はプレーを楽しみまし

た。プレー終了後は、コロナウイルス感染症対

策をしながら簡素な表彰式行い解散しました。

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

本部研修のご案内

２０２０年度本部研修技術資格認定研修「初級ネットワーク技術者研修(情報ネットワークプランナー

資格取得)」「中級ネットワーク技術者研修(情報ネットワークプランナーマスター資格取得)」と「無線

ＬＡＮ技術研修」の受講者を募集しています。お申込みは本部ＨＰよりお願いします。

順 位 氏名(敬称略) 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 鈴木 潔 ㈱共栄通工 45 45 90 16.8 73.2
準優勝 小林弘一 ㈱テレスタッフ 42 46 88 13.2 74.8
３ 位 寺田栄作 日本通信機工業㈱ 51 48 99 24.0 75.0
Ｂ Ｇ 小林弘一 ㈱テレスタッフ 42 46 88 ― ―

コース風景 (左から)優勝された鈴木氏と高瀬業務委員長 表彰式模様

一般社団法人

情報通信設備協会

http://www.itca.or.jp/

「本部研修」はホームページから

お 申 込 み く だ さ い ！


