平成 29 年度 第 2 回広報委員会
会議名
日時
場所
出席者

報告書

平成 29 年度 第 2 回 広報委員会
平成 29 年 8 月 24 日（木）１６：００～１７：３０
神情協会議室
福井委員長、鷹觜・竹中副委員長、中山、犬飼、萩原、本田、寺島、國清、徳山、福田、六角、
新田、鈴木、原、相原の各氏、事務局内藤、前田
以上 計 18 名、 文責；事務局内藤

議事要約
広報委員会に新たに 2 名（鈴木、相原の各氏）の方が加わったので、全員の自己紹介を行った。

１．KiaWave106 号（11 月発行）について（赤字は、広報委員会担当者）
発行日：平成 29 年 11 月 10 日（金）
原稿締切：平成 29 年 10 月 11 日（水）、15）のみ 17 日（火）
原稿渡し：平成 29 年 10 月 18 日（水）16 時 神情協事務局
記事案
1）M&A セミナー（6 月 20 日）企業経営委員会 済
2）第 2 回労働福利委員会セミナー（6 月 23 日）労働福利委員会 済
3）第 11 回女性活躍セミナー（7 月 13 日）女性活躍ダイバーシティ委員会 済
4）第 47 回ビジネスフォーラム（7 月 19 日）企業経営委員会 済
5）ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会（7 月 20 日）
女性活躍ダイバーシティ委員会
6）船釣り大会（7 月 22 日）労働福利委員会
7）かながわ仕事・体験フェスタ（7 月 22 日、23 日）事務局 済
8）海外進出セミナー（7 月 25 日）企業経営委員会 済
9）首都圏 3 団体フットサル大会頂上戦（7 月 29 日）労働福利委員会 済
10）親子夏休みわくわく味の素工場見学会（8 月 10 日）川崎市交流委員会
11）サマークルーズパーティ（8 月 25 日）企業経営委員会
12）業界向け課題解決セミナー（9 月 15 日）女性活躍ダイバーシティ委員会
13）ものづくり ICT 連携フォーラム in 川崎（9 月 28 日）川崎市交流委員会
14）専門学校との情報交換会（9 月 29 日）産学連携委員会
15）ダーツ交流会（10 月 13 日）女性活躍ダイバーシティ委員会
16）会社訪問（３社）
A: NTT テクノクロス株式会社（ＮＴＴソフトウェア株式会社）
（横浜市西区みなとみらい 4-4-5 横浜アイマークプレイス 13F）竹中・相原
B: 株式会社コーエイシステム
（東京都千代田区麹町 4-2 麹町 4 丁目共同ビル 10 階）福井・鷹觜・國清
C: ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 神奈川支社
（横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワーB13F）中山・徳山
17）この人いいね（福田：バイクの話）
107 号は六角：つりの話
「この人いいね」の出筆者を理事会で各委員会にお願いする。
18）新入会員紹介
編集責任者：福井、鷹觜、竹中、犬飼、六角
2. 第 3 回広報委員会および研修会（宿泊）について
日時
10 月 27 日（金）午後 4 時～10 月 28 日（土）午前 10 時まで
場所
箱根天成園（箱根湯本駅から徒歩 15 分前後）
スケジュール
10 月 27 日（金）16:00
箱根湯本 天成園 に現地集合
16:30
第 3 回広報委員会
18:30
懇親会（宴会場）
、20:30 懇親会 part2（カラオケ）
22:00
閉会
10 月 28 日（土）7 時～9 時 朝食（場内）レストラン／9 時半 現地解散

参加費

ツイン＝12,000 円 シングル＝18,000 円（神情協から 5000 円助成除く）
＊但し、2 次会費用は別途。
宿泊参加者（現状 16 名）
中山（Ｔ）、鷹觜（Ｔ）、犬飼（Ｓ）、本田（Ｓ）、原（Ｓ）、國清（Ｓ）
、竹中（Ｓ）、萩原（Ｔ）、
浅見（Ｔ）、六角（Ｓ）
、寺島（Ｔ）、福田（Ｓ）
、内藤（Ｔ）、前田（Ｔ）
、徳山（Ｔ）
、福井（Ｓ）
ゴルフ参加者 7 名（中山、犬飼、本田、原、國清、鷹觜、福井）
10 月 27 日（金）小田原湯本カントリークラブ（http://www.odawarayumotocc.com/）
午前 8 時半現地集合（9 時～2 組予定でスタート）
＊ゴルフ場は各自で精算してください。／キャディ付プレイフィが 13,000 前後。
参加者の追加は、早急にお願いしたい。
参加費は、事前に事務局より請求書を送付、振込みをお願いしたい。
3.神情協パンフレット「KiaView」改訂について
各委員会ページを広報委員会で取材を行い、作成する。
各委員会 1 ページ、統一性をもたせるためフォーム及び記載内容を福井より担当に連絡する。
9 月度理事会にてお願いする。取材は、10 月・11 月に行い、12 月度の広報委員会で初校作成。
担当：企業経営委員会（福田）、教育研修委員会（萩原）、産学連携委員会（寺島、徳山）、技術委員
会（竹中、新田）、労働福利委員会（犬飼）、広報委員会（福井）、横浜市交流委員会（六角、
相原）、川崎市交流委員会（小湊）、女性活躍ダイバーシティ委員会（鷹觜、國清）
4.神情協ホームページの委員会ページの更新について
ＣＭＳ対応で各委員会が更新できるようにしたい委員会もあると思われる。そのあたりもＫＩＡＶＩ
ＥＷのヒアリング（取材）の際に、再度確認して、今後検討する。
5.会員に対する広報研修について
会員に対する広報研修を実施する。時期は、30 年 2 月上旬。会場は神情協会議室（参加者 20 名程度）
講師：六角氏ほか。懇親会はなし。内容は 10 月の委員会で講師含めて再度検討する。
6.その他
・國清氏より、WEB ページを使った委員会活動の周知、女ダバの介護だよりの作成等について、意見
が出された。
・メールでの会員への周知やホームページのライブラリー掲載の方法、フェイスブックの利用がある。
また、ホームページの委員会ページ利用についても検討する。
・各委員会にフェイスブックアドレスを割り当てたがその利用について、12 月度の常務理事会で検討
していただく。
KiaWave 記事原稿については、広報委員が記載するもの及び各委員会記載の報告的な内容は「である」
調を基本とする。
ただし、個人の感想や寄稿文は、「です。ます」調でも、可とする。
以上
一般社団法人

神奈川県情報サービス産業協会

