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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）

■5 月～6 月開講教育研修講座のご案内

受講希望の際は、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。

開講日 講座名 分類・レベル

5月9日(水)
エンジニア向け営業力(ビジネスマインド)強化講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5645.html

営業マインド

初級･中級

5月16日(水)
中堅社員ステップアップ講座PartⅠ

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5647.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

中級

5月22日(火)
新任管理職養成講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5649.html

管理職研修

初級

5月24日(木)
データ分析講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5651.html

データ分析

初級

5月25日(金)
ITプロジェクトマネジメント基礎講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5653.html

マネジメント

初級

6月5日(火)～

7日(木)

C#プログラミング講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5785.html

ﾃｸﾆｶﾙ(開発)

入門

6月6日(水)
ITリテラシー講座【ネットワーク/サーバ/仮想化編】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5654.html

ﾃｸﾆｶﾙ(ｲﾝﾌﾗ)

入門

6月7日(木)～

8日(金)

HTML5+CSSを利用したホームページ作成講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5655.html

ﾃｸﾆｶﾙ(web)

入門･初級

6月11日(月)
中堅社員ステップアップ講座PartⅡ

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5657.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

中級

6月12日(火)
技術者のためのビジネス人(びと)シリーズ「文書コミュニケーション」講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5659.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

初級

6月14日(木)
資料作成／ドキュメンテーション講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5661.html

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙ

初級

6月14日(木)

～15日(金)

C++プログラミング講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5662.html

ﾃｸﾆｶﾙ(開発)

初級

6月15日(金)
リスクマネージメントの勘どころ実践講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5664.html

マネジメント

初級

6月20日(水)
ロジカルプレゼンテーション講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5666.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

初級
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開講日 講座名 分類・レベル

6月26日(火)
金融／FinTech講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5668.html

業務研修

初級

■2018 年 4 月度理事会報告

4 月 19 日(木)に開催された理事会において、下記のとおり承認可決されましたのでご報告します。

決 議 事 項

第一号議案 入会申し込み承認の件

   正会員 1 社の入会について承認可決された。次いで、3 月末で正会員 5 社、賛助会員 3 社の退会があっ

たことが報告された。この入退会によって 4 月度理事会時点の会員数は、正会員 297 社、賛助会員 42 社、

合計 339 社となった。

協 議 事 項

1．役員交流ゴルフコンペ開催について

本田理事より、7 月 5 日（木）相模原ゴルフクラブにて、役員交流ゴルフコンペを開催したい旨提案が

あり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。本コンペは、理事・役員・副委員長で交流・

親睦を目的として実施する。

2．第 2 回労働福利セミナー開催について

板橋常務理事より、6 月 22 日（金）かながわ労働プラザにて、第 2 回労働福利セミナーを開催したい旨

提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。なお、テーマは「働き方改革とは何か

～IT エンジニアの働き方改革に向けた課題と対応」とし、講師には情報産業労働組合連合会の方を予定。

3．船釣り大会開催について

板橋常務理事より、7 月 21 日（土）釣宿平塚港「庄三郎丸」にて、船釣り大会を開催したい旨提案があ

り、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。今回の釣りものはアジを予定。

4．第 36 回技術セミナー開催について

市川常務理事より、6 月 26 日（火）横浜三井ビルにて、第 36 回技術セミナーを開催したい旨提案があ

り、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。なお、テーマは「エンジニアに求められるコミ

ュニケーション力を Up↑させる」とし、講師には落語家の立川志の春氏を予定。

5．2018 年度定時社員総会及び関連行事スケジュールについて

加藤事務局長より、6 月 21 日（木）横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズにて、2018 年度定時社員総会

を開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。なお、当日はベストワ

ーキングウーマン表彰・SE 講座講師認定書授与・記念講演会・懇親会も実施する。

報 告 事 項

1．事務局報告

   加藤事務局長より、1) 第 3 回 3 団体フットサル大会について、2) 第 4 回委員会対抗・会員紹介キャンペー

ン進捗状況について、3) 2018 年度委員会事業一覧ならび担当者一覧について、4) 4 月～5 月神情協スケジュー

ルについて報告があった。

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5668.html
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■5 月の活動日程

月日 曜 イベント名称 会場

5月 7日 月 新入社員教育講座【プログミラング基礎研修Java コース】(5/31 まで) ビジョンセンター永田町

5月 8日 火 新入社員教育講座【キャリアデザイン研修コース】 ハロー貸会議室新横浜

5月 9日 水
エンジニア向け営業力（ビジネスマインド）強化講座 神情協事務局 会議室

新入社員教育講座【Web アプリケーション構築コース】(5/30 まで) ハロー貸会議室新横浜

5月 10日 木
第 1回女性活躍ダイバーシティ委員会

神情協事務局 会議室
会計監査

5月 14日 月 技術見学会【キングスカイフロントコース】 キングスカイフロント

5 月 16日 水 中堅社員ステップアップ講座 PartⅠ 神情協事務局 会議室

5月 17日 木
2018 年 5 月度正副会長会議&5月度理事会

神情協事務局 会議室
経営者座談会

5月 19日 土 家族慰安地引網大会 江ノ島片瀬海岸

5月 22日 火
新任管理職養成講座 神情協事務局 会議室

神情協親睦ゴルフコンペ 横浜カントリークラブ

5月 23日 水 第 1回川崎市交流委員会 ㈱ソフテム会議室

5月 24日 木 データ分析講座 神情協事務局 会議室

5月 25日 金 IT プロジェクトマネジメント基礎講座 神情協事務局 会議室

5月 26日 土 首都圏 3団体フットサル大会頂上決戦 ミズノフットサルプラザ藤沢

5月 29日 火 第 1回横浜市交流委員会 神情協事務局 会議室

5月 31日 木 新入社員教育講座【システム開発プロジェクト演習コース】(6/20 まで) ハロー貸会議室新横浜

■事務局報告

4 月にご入会頂きました新入会員をご紹介します。どうぞ宜しくお願い致します。

区分 会社名 代表者名 所在地

正会員 株式会社エム･ソフト 代表取締役社長 飯田 昌宏
211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403

武蔵小杉タワープレイス 7F

(敬称略)

「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


