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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）

■2019 年賀詞交歓会開催のご案内

下記の通り、2019 年賀詞交歓会を開催いたしますのでご案内申し上げます。

業界の更なる発展を目指し、会員相互の懇親を深めるため、より多くの会員の方々の参加をお願いしたく存

じます。また、新しい年が業界や貴企業にとって良い年であるよう祈念申し上げます。

参加を希望の際は、1 月 11 日(金)までにお申し込み下さい。

■日  時   1 月 18 日(金) 17 時 00 分～19 時 00 分

■会  場   横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 日輪の間(5 階)

横浜市西区北幸 1-3-23 TEL 045-411-1111

https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/access_map.php

■会  費   1 社 1 名は無料 2 人目からは 5,000 円／名

※会費が発生する会員につきましては、賀詞交歓会終了後、別途請求いたします。

※キャンセル等は開催日の前日までにお願いします。当日のキャンセルで会費が発生する場

合は、大変申し訳ありませんが、会費を請求させていただきます。

■申込方法   参加希望の際は、12 月 19 日(水)迄に、下記アドレスからお申し込み下さいますようお願い

いたします。お申込みと同時に、参加券を返信メールにてご送付致しますので、当日、ご持

参下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5875/book_form.php

■アプリケーションコンテスト 2018 作品発表会開催のご案内

下記の通り、アプリケーションコンテスト 2018 発表会を開催いたします。

今回は、会員企業 12 社よりエントリー頂きました。当日は、作成者ご本人より完成した作品について発表

頂きますので、是非、ご期待下さい!

なお、発表会には協会会員企業の方であれば、どなたでも参加できますので、開発業務に携わっている技術

者の皆様、特に若手技術者の方々に、是非ご出席頂けるようお取り計らいください。

ご参加いただける際は、1 月 22 日(火)までにお申し込み下さい。

■日  時   1 月 30 日(水) ※開場は 13 時 40 分からとなります。

【発表会】14 時 00 分～16 時 30 分

【表彰式】17 時 00 分～17 時 40 分

【懇親会】18 時 00 分～19 時 30 分

No. 264                       
2019 年 1 月号

https://www.kia.or.jp
https://www.yokohamabay
https://www.kia.or.jp/event/5875/book_form.php


2

■会  場   【発表会・表彰式】

       コンベンションルーム AP 横浜駅西口 6 階 会議室

       横浜市西区北幸 2-6-1 横浜 AP ビル 4F TEL 045-411-5109

https://www.tc-forum.co.jp/kanto-area/ap-yokohamaeki/yo-base/

※審査は、第 1 部で全作品発表終了後、別室で審査致します。

【懇親会】

ホテルキャメロットジャパン 横浜市西区北幸 1-11-3 TEL 045-312-2111

http://www.camelotjapan.com/

■対 象 者   ・アプリコン 2018 作品製作者およびチームメンバー

・神情協会員企業の皆様

・技術委員会メンバー

・後援・協力団体

■作  品   ㈱アローズ・システムズ「にゃんすぺくたー」

㈱アローズ・システムズ「画像認識読み上げアプリ」

ＮＴＴデータフォース㈱「グッド・ナイト・カナガワ」

㈱ＣＩＪ 「飲み会大王」

㈱ソフテム「PrayPray」

㈱ティー・エム・シー「I'm home.」

デジタルコム㈱「エア・ドリーム・V」

㈱富士テクノソリューションズ「イロノハ（仮）」

㈱メトロ「難読大陸」

㈱ラピス「招待・来場者受付管理アプリ」

※社名五十音順で記載しています。当日の発表順は未定です。

※作品の詳細は下記アドレスをご参照下さい。

https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/kiafree/Applicationcontest-sakuhin.pdf

■参 加 費   【発表会・表彰式】無料 【懇親会】5,000 円／名（税込み）。

※後日、請求書を送付致します。当日会費の徴収は行いません。

※1 月 23 日(水)以降は懇親会のキャンセルは出来ません。キャンセルされますと、参加費

全額をご負担いただくこととなりますので、予めご了承下さい。なお、代理出席は可能

です。

※作品発表者(チームメンバー)については別途ご案内します。但し、申し込みに応じて参加

費を徴収いたします。(こちらは当日徴収します)

※各作品のチームリーダーの 1 名は懇親会無料ご招待となります。

■定  員   60 名 ※定員になり次第、締め切りとさせて頂きます。

■賞  品   最優秀賞  ：1 点、金 10 万円と賞状授与

優秀賞   ：2 点、金 5 万円と賞状授与(5 万円×2)

審査員特別賞：数点、賞金（未定）と賞状授与

入賞    ：図書カード

■後  援   横浜市経済局、一般社団法人リンクデータ (敬称略)

■審査委員   中溝副会長、前山副会長、市川委員長(常務理事)、高見沢理事、山田理事、ご後援団体

■申し込み   参加希望の際は、下記アドレスより、1 月 22 日(火)までにお申し込み下さい。なお、作品

制作者(チームメンバー)の方は、別途ご案内致しますので、下記からの申し込みはされない

ようにお願いいたします。

https://www.kia.or.jp/event/5974/book_form.php

https://www.tc
http://www.camelotjapan.com/
https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/kiafree/Applicationcontest
https://www.kia.or.jp/event/5974/book_form.php


3

■第 31 回軟式野球大会参加チーム募集について

恒例の「軟式野球大会」を下記の通り開催致しますのでご案内申し上げます。

今回も、従来から行っていた日産グリーンカップ方式で行います。また、大会中の注意事項等の徹底を図

る意味で「キャプテン会議＆組合せ抽選会」も開催いたしますので、参加チームの方は必ず出席いただきたく

お願い致します。

参加をご希望のチームは、下記内容を良くご理解の上、1 月 25 日(金)までに神情協事務局宛にお申し込み

下さい。

■募集チーム  40 チーム

※募集チームを超える参加があった場合は、別途運営委員会にて協議します。

※混成チームの出場可

■参加基準   1)一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会に加盟している会社であること。但し、前

回大会で出場した神奈川県情報サービス産業健康保険組合のみ加盟のチームについては

参加を認める。

2)運営方法とルールを守れる会社又はチームであること

3)大会中での事故については当事者相互で解決すること

4)前シーズンと同様参加必須条件として、安全を考慮し以下の項目を適用いたします。

  ・打者及び走者用に両側か片側にイヤーフラップのついたヘルメット計 4 個を必ず着

用すること。なお、次打者及びベースコーチ用を合わせ 7 個のヘルメットを着用す

ることが望ましい。

  ・キャッチャー用防具としては、レガース、マスク、ヘルメットは必須。プロテクタ

ーは任意とする。

【参考】http://www.mizuno.jp/baseball/rule/rubber_ball.aspx

■参加費用   6,000 円／１チーム

※神奈川県情報サービス産業健康保険組合のみ加盟のチームについては、10,000 円/1 チー

ムとなります。

※キャプテン会議＆組み合わせ抽選会が終わりましたら、請求書を郵送いたしますので、

指定日までにお振込み下さいますようお願い致します。

なお、キャプテン会議＆組み合わせ抽選会後の辞退については、参加費を返金いたしま

せんので、ご了承願います。

※大会途中で「参加基準」に記載の加盟団体を退会した場合は、その時点で出場資格は消

滅とし、参加費についても返金はできませんので、予めご了承下さい。

■ｷｬﾌﾟﾃﾝ会議＆ 日時：2 月 15 日(金) 16 時 30 分～17 時 30 分

組合せ抽選会 場所：神情協事務局会議室

※各チーム 1 名の参加をお願いします。参加されないチームは、大会に出場できませんの

でご注意下さい。

※別途、詳細をご案内します。

■大会概要   1)第 1 回戦から「日産グリーンカップ方式」により試合運営します。

2)初戦敗退したチームで敗者復活トーナメントを行い、準々決勝時点で敗者復活戦上位 2

チームを本戦に組み込みます。

3)最終戦（3 位決定戦及び決勝戦／閉会式）は、関東学院大学で 2019 年 11 月（会場が確

保でき次第連絡）の土曜日に開催を予定しています。

■申し込み   1 月 25 日（金）までに下記アドレスからご登録ください。なお、ご登録の際、担当者の欄

には野球関係の連絡が取れる方をご入力ください。

https://www.kia.or.jp/event/5977/book_form.php

http://www.mizuno.jp/baseball/rule/rubber_ball.aspx
https://www.kia.or.jp/event/5977/book_form.php
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■2 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

2月6日(水)
速習Androidアプリ開発講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5769.html

テクニカル(開発)

入門

2月7日(木)
ビジネスパーソンのための文書作成講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5771.html

その他(ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙ)

初級

2月18日(月)
技術者のためのビジネス人シリーズ「アイデアファシリテーター養成」講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5773.html

ヒューマンスキル

中級・上級

2月19日(火)

～20日(水)

Python言語による機械学習実践講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5975.html

テクニカル(開発)

中級

2月22日(金)
仕事の質を高めるための「プロジェクトマネジメントの基本」講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5775.html

マネジメント

初級・中級

2月28日(木)
自立型中堅社員開発講座【率先した言動を促し、自己成長を加速！】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5777.html

ヒューマンスキル

初級

■2018 年 12 月度理事会報告

12 月 20 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 3 社、賛助会員 2 社の入会について承認可決された。この入会により 12 月度理事会時点の会員数

は、正会員 303 社、賛助会員 50 社、合計 353 社となった。

協 議 事 項

1．第 31 回軟式野球大会開催について

大指理事より、第 31 回軟式野球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。なお、大会の方法は今年度同様とし、最終戦は関東学院大学のグランドを借りで実施でき

るよう調整している。

2．広域首都圏情報団体協議会合同企業説明会開催企画について

常山会長より、2020 年 3 月～5 月を目途に、広域首都圏情報団体協議会合同企業説明会の実施に向けて、

参加企業の数を把握するための募集をかけたい旨提案があり、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、広域首都圏情報団体の各団体からの参加状況を確認し、その後正式に実施の有無を決定

する。

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5769.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5771.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5773.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5975.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5775.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5777.html


5

3．健康保険組合・共済会の kiaWave 掲載について

加藤事務局長より、健康保険組合と共済会の PR 記事を kiaWave に掲載することについて提案があり、議

長がこれを諮ったところ、健康保険組合については異議なく承認可決された。なお、共済会については神

情協の会員ではないことから掲載の前例がなく、今回は承認されなかった。但し、共済会が賛助会員とな

った場合には掲載可とする。

報 告 事 項

1．事務局報告

   加藤事務局長より、1) 後援名義使用許可について、2) 第 5 回委員会対抗会員紹介キャンペーンについ

て、3) 2019 年 1 月の賀詞交歓会での来賓対応のお願いについて、4) 2019 年度各委員会行事に際しての予

算について、5) 12 月～2019 年 2 月神情協スケジュールについて報告があった。

■1 月の活動日程

月日 曜 イベント名称 会場

1月 4日 金 事務局仕事始め

1月 8日 火 一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)賀詞交歓会 インターコンテネンタルホテル東京

1 月 10 日 木 行政挨拶回り 神奈川県、横浜市、川崎市

1月 10日 木 部下の「ヨシ！」を喚起し、グイっと成長させる『褒め方・叱り方』講座 神情協事務局 会議室

1月 11日 金 心情フォトクラブ額入れ 神情協事務局 会議室

1月 11日 金 労働福利委員会 2019年度の体制と予算の打ち合わせ 神情協事務局 小会議室

1月 15日 火 一般社団法人東京都情報産業協会(IIT)賀詞交歓会 京王プラザホテル

1月 18日 金 2019 年新年賀詞交歓会 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ

1 月 22 日 火 プロジェクトの要件を聞き出すビジネスアナリシス術講座 神情協事務局 会議室

1月 22日 火 神情協共済会総会 中国料理煌蘭

1月 22日 火 NPO 法人日本情報技術取引所(JIET)賀詞交歓会 京王プラザホテル

1月 24日 木 ソフトウェアテスト基礎講座(1/25 まで) 神情協事務局 会議室

1月 25日 金 第 5回産学連携委員会 神奈川トヨタ 会議室

1月 25日 金 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)賀詞交歓会 ホテル ザ・マンハッタン

1 月 29日 火 リスク・マネジメント実践講座 神情協事務局 会議室

1月 30日 水 アプリケーションコンテスト 2018 発表会・審査会・表彰式 ＡＰ横浜・キャメロットＪスタビアーナ
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■事務局報告

12 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 アーズ総合開発株式会社 代表取締役 岡田  篤

140-0001

東京都品川区北品川 3-6-2

品川 MS ビル 8F

正会員
株式会社セブン・ワイズ

横浜営業所
代表取締役 髙見 祐次

220-0005

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル

正会員 株式会社リライフ・ジャパン 代表取締役 佐川  学

135-0016

東京都江東区東陽 5-30-13

東京原木会館 10F

賛助会員
住友生命保険相互会社

横浜駅前支部
支 部 長 雷  智仁

220-0004

横浜市西区北幸 1-11-15 ST ビル 2F

賛助会員 株式会社ＤＹＭ 代表取締役社長 水谷 佑毅

141-0031

東京都品川区西五反田 2-28-5

第 2 オークラビル 4F

(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


