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「たいまつ」とは

毎月開催される理事会の報告を中心に、協会のトピックスについて月報として協会担当者様へお届けするものです。

バックナンバーを含めて協会ホームページの「広報」及び当月号は「神情協会報」に掲載しておりますので、Ｗｅｂ上で

も閲覧頂けます。協会ホームページＵＲＬ https://www.kia.or.jp

（広報委員会）

■第３８回神情協ビジネスフォーラム開催のご案内

平成２６年度第４回（通算３８回）となります、神情協ビジネスフォーラムを下記のとおり開催いたします

ので、ご案内申し上げます。

今回は会場を川崎市内に移して、川崎市交流委員会と神奈川県中小企業家同友会川崎支部様との合同開催と

なり、同友会様側からは地場企業様の多様な事業のご案内など、多彩な発表となっております。是非、ビジネ

スチャンス拡大の場として当フォーラムをご活用ください。

つきましては参加者を募集いたします。ご参加いただける方は２月１３日（金）までにお申し込みください。

■日  時   ２月１９日（木）

【第１部】フォーラム商談会 １７時００分～１８時５５分※

【第２部】フォーラム懇親会 １９時００分～２０時３０分

※今回開催時間が若干早まっております。ご注意ください。

※【第１部】商談会の進行によって、【第２部】懇親会の開催時間が前後する可能性がござ

います、ご了承ください。

■場  所   川崎商工会議所 本所２階 会議室３・４（商談会）／会議室５・６（懇親会）

川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル ＴＥＬ０４４－２１１－４１１１

※京急川崎駅より歩いて３分 http://www.kawasaki-cci.or.jp/about/access.html

■スケジュール 商談会<第一部>（17 時 00 分～18 時 55 分）

１）株式会社インカレージ（神情協）

【労働安全衛生法改正によるストレスチェック義務化とその対応 ～ティーペック EAP サ

ービスのご紹介～】

労働安全衛生法の改正によるストレスチェック制度の創設を控え、企業にはこれまで以

上のメンタルヘルス対策が求められております。本発表では、ストレスチェック制度の

内容とその対応施策についてご案内致します。

※労働安全衛生法改正によるストレスチェック制度の創設について

※ティーペック EAP サービスのご紹介（サービス提供：ティーペック㈱）

http://www.t-pec.co.jp/

２）株式会社川崎トラベル（同友会）

【会社紹介】

旅行業（団体旅行手配、オーダー型旅行手配など）企画部事業（過去実績イベントの件、

アイドル運営事業）

アイドルと旅行がどう結びつき、皆様のお役に立つかについては当日ご案内いたします。

http://www.kawatora-kikaku.jp
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３）株式会社電子工学センター（神情協）

【会社紹介】

「弊社の事業紹介および協力会社様の募集」他「案件の紹介」“弊社の事業紹介 および

協力会社様の募集を目的にお話をさせていただきます。またその時点でホットな案件が

あれば、併せてご紹介させていただきます。

４）てらお社会保険労務士事務所（同友会）

【社長の退職金の作り方 ～セミナーのご案内～】

3/17 にさわかみ投信共催にて無料退職金セミナーを開催、発表ではセミナーの内容をご

紹介

【メンタルヘルス対策における企業内ルール作り～うつ病休職にも動じない企業のリスク

管理～】

ストレスチェック義務化・精神疾患の労災認定件数が 3 年連続で過去最高となるなど、

企業もリスク管理が必要になってきました。発表では企業のメンタルヘルス対策その企

業内ルール(就業規則等)作りとセルフケア研修・ラインケア研修のご紹介

http://www.terao-sr.com(Ｗｅｂページは２月から開設予定です。)

５）株式会社宮崎通信（神情協）

【弊社開発ソフトウェア「ASHIBA system 」の紹介】

弊社が開発いたしました ASHIBA system とは、建設現場などで使用する足場資材の損料

(レンタル料)を積算するシステムです。業界のユーザーとの打ち合わせを元に標準的な

足場資材の割付をシステム化しました。http://mtnet.co.jp/ashiba

６）有限会社ホープフル 川崎新田ボクシングジム（同友会）

【会社紹介】

ボクシングジム運営、興行プロモート、ボクシングジム後援会・サポーターの募集を行

います。http://www.nittagym.com

７）株式会社ラピス（神情協）

【クラウド版販売管理システム「Lapis Simple Hanbai」のご紹介】

Salesforce のプラットフォーム上に構築したクラウド版 売上・仕入・在庫システム

「Lapis Simple Hanbai」をご紹介させていただきます。

http://kk-

lapis.co.jp/cloud/product/salessys/product_salessys_function_force.html

８）株式会社まちふく（同友会会員）

【引き合い案件紹介「どんぐり商品の販路拡大協力会社の募集」】

【製品・会社紹介「どんぐりを粉にして作ったお菓子、お茶、麺とどんぐりの栄養価の紹

介」】

㈱まちふくは日本初どんぐり食品の事業展開を目指しています。併せて障害者就労支援

を行っています。食の安全・健康を考えていくこと、社会に貢献することに取り組んで

います。http://www.machifuku.jp

９）神情協川崎市交流委員会ご紹介

【委員会のご紹介】

10）神奈川県中小企業家同友会

【イベント紹介「ビジネスリゾート２０１５」のご案内】

懇親会<第二部>（19 時 00 分～20 時 30 分）

※お食事をしながら自由に歓談いただきます。立食形式となります。
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■参 加 費   商談会：無料  懇親会：５千円／人（全参加者とも）

※会実施後、請求書を送付いたします。

※申込後のキャンセルは２月１６日までにお願いします。以後のキャンセルは、参加費の請

求をさせていただきます。

■お申し込み  神情協会員企業の方は下記アドレスより、２月１３日（金）までにお申し込みください。

https://www.kia.or.jp/event/4444/book_form.php

※会員外のご参加は会員の同伴が必要です。

※会員外のご参加は会員の方のお申し込みの際に備考欄にお書入れください。

■第９回ベスト・ワーキング・ウーマン表彰候補者推薦について

下記のとおり、第９回ベスト・ワーキング・ウーマン表彰を実施いたします。

本制度は、働く女性の意欲向上と働き続ける励みとするとともに、今後ますます女性の活躍の場を増やして

いくことを目的に実施するものです。

つきましては、表彰規程をご覧頂きまして、各企業にて該当する方がいらっしゃいましたら、是非、ご推薦

いただきたくご案内申し上げます。

ご推薦いただく際は、「推薦書」にご記入の上、２月２７日（金）着で神情協事務局宛にご郵送いただきた

くお願い申し上げます。

■表彰対象   神情協正会員企業における女性社員(役員を含む)で、５年以上にわたり誠実に勤務し、社員

の模範となる方

■推薦基準   下記項目のいずれかに該当する方

１）常にキャリアアップし、会社に貢献した方

２）現在、子育てをしながら仕事を続けている方

３）リーダーシップに優れ、今後ますますの活躍が期待できる方

なお、過去に受賞された方は除きます。

詳細は、添付の表彰規程をご覧ください。なお、下記のアドレスからもご覧いただけます。

http://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/BW-kitei.pdf

■推薦方法   下記４つの賞から該当する賞へご推薦下さい。なお、ご推薦いただけるのは、１社２名まで

とします。(同じ賞に２名応募することは可能です)

１）貢献賞

  ・勤続年数が１５年以上の方

  ・収益の向上や人材育成に努め、お客様及び社内での高い信頼がある方

２）キャリアアップ賞

  ・係長相当である方

  ・有能であり実力を発揮している方

３）リーダーシップ賞

  ・非管理職で伸長著しく他の模範となる方

  ・今後、管理職になる事を期待できる方

４）ワーキングマザー賞

  ・御社にて産休・育休を取得後、現在、小学生までのお子さんを育てながら、仕事にも積

極的に取り組んでいる方。お子さんが就学するまで休職していた方は除きます。

※今回より「キャリアアップ賞」の推薦基準を、「管理職」から「係長相当」に変更してお

ります。
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※推薦事由の内容から、よりふさわしい賞での受賞が好ましいと選考会で判 断した場合、

申請と異なった賞で受賞することもありますので、予めご了承下さい。

■受賞決定   ・３月開催の選考会にて受賞者を決定し、３月１９日の理事会で承認後、ご担当者宛に受賞

決定のご連絡を致します。

・表彰式は、６月１８日(木)に開催する平成２７年度定時社員総会の終了後、同じ会場で実

施いたします。

・受賞者には、７月に開催を予定している「ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者によ

る座談会」に原則ご参加頂きたく存じますので、予めご承知下さい。

■提出書類   ２月２７日(金)までに添付の「推薦書」(１部)を神情協事務局宛にご提出ください。なお、

書式は下記のアドレスからダウンロード頂けます。

http://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/BW-suisen.docx

■そ の 他   前回の受賞者と表彰式の模様を下記アドレスに掲載しておりますので、是非、ご参照下さい。

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/eventalbum/20140619soukai/newpage1.html

■提 出 先   一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 事務局（担当：笹村）

横浜市神奈川区鶴屋町３－３０－５ タクエー横浜西口ビル（〒221-0835）

■３月開講講座のご案内

受講希望の際は、各講座の締切日までに指定のアドレスからお申し込み下さい。なお、受講料につきまして

は、請求書を発送いたしますので、指定口座にお振込み下さい。また、申し込み締め切り後のキャンセルは、

受講料を全額ご負担いいただくこととなりますので、予めご了承下さい。代理出席は可能です。

jQuery で学ぶ最新 JavaScript 入門講座

日  時  ３月２日(月)～３日(火) １０時００分～１８時００分

会  場  神情協事務局 会議室

詳  細  https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/4429.html

締  切  ２月１３日 (金 )

初めてのネットワーク基礎講座

日  時  ３月９日(月)～１０日(火) １０時００分～１８時００分

会  場  神情協事務局 会議室

詳  細  https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/4435.html

締  切  ２月２０日 (金 )

■２月の活動日程

月日 イベント名称 会場

2月 2日 月 第 4回川崎市交流委員会&川崎市内施設見学会 未定

2月 2日 月 初めての SQLServer 入門講座 事務局会議室

2月 3日 火 第 4回広報委員会 事務局会議室

2月 4日 水 常務理事会 事務局会議室
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月日 イベント名称 会場

2月 6日 金 第 5回労働福利委員会&軟式野球大会組み合わせ抽選会 かながわ労働プラザ

2月 6日 金 メンター育成講座/これなら確実に新人を育てられる技術と意識講座 事務局会議室

2月 10日 火 第 6回産学連携委員会 事務局会議室

2月 12日 木 第 7回教育研修委員会&第 5回教育担当管理者セミナー 事務局会議室

2月 16日 月 GoF のデザインパターン入門講座(17 日まで) 事務局会議室

2月 17日 火 米国視察研修会参加者懇親会 ホテルキャメロットジャパン

2月 18日 水 プロジェクトリーダーを目指す女性の為の実践講座 事務局会議室

2月 19日 木 2月度正副会長会議&2 月度理事会 ソフテム川崎会議室

2月 19日 木 第 38 回神情協ビジネスフォーラム 川崎商工会議所会議室

2月 20日 金 i コンピテンシ・ディクショナリ活用ワークショップ 事務局会議室

2月 23日 月 開発プロセス概論講座 事務局会議室

2月 23日 月 仮想化技術入門講座 事務局会議室

2月 25日 水 SE 講座講師情報交換会 ホテルキャメロットジャパン

2月 25日 水 若手スタッフの自分軸づくりを支援する｢ミッション&ビジョン｣設定講座 事務局会議室

2月 26日 木 第 5回企業経営委員会 事務局会議室ほか

「たいまつ」についてお問い合わせ先

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 事務局

TEL (045)316-2244    FAX(045)316-2246
E-mail kia@kia.or.jp  URL https://www.kia.or.jp


