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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上でも閲覧いただけます。協会ホームページＵＲＬ https://www.kia.or.jp 

 (広報委員会) 

 

■2021 年度定時社員総会開催のご案内 

会員各位のご協力を得て、去る 3 月 31 日をもちまして 2020 年度を無事終了することができました。これも

ひとえに皆様方のご理解並びにご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。 

 つきましては、2020 年度事業報告(案)並びに決算報告(案)及び第 7 期役員選任についてご審議いただくた

め、下記により 2021 年度定時社員総会を開催致します。 

 今回は、新型コロナウイルス感染防止のため、「総会」「ベスト・ワーキング・ウーマン表彰式」「SE 講座

講師認定書授与式」のみ実施し、記念講演会並びに懇親会は中止させていただきます。何卒、ご了承の程お願

い申し上げます。 

 また、当日は感染防止の徹底を図るため、出席者数を 100 名程度と致したく存じます。大変恐縮ですが、会

員の皆様には委任状でのご出席をお願い申し上げます。 

 

■日  時   6 月 17 日(木) 15 時 45 分～17 時 45 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/ 

■総会議案   第 1 号議案 2020 年度事業報告(案)承認の件 

第 2 号議案 2020 年度決算報告(案)承認の件 

第 3 号議案 第 7 期理事及び監事選任(案)承認の件 

※総会終了後、ベスト・ワーキング・ウーマン表彰式、SE 講座講師認定書授与式を行います。 

※議案書は、後日、協会担当者様宛にご送付致します。 

■委任状提出  当日、ご欠席される又はご出席を見合わせる際は、委任状にご記入の上、神情協事務局あて 

のお願い   6 月 16 日(水)までに、FAX 又は PDF にしたものをメールにてご送付くださいますようお願い

致します。感染防止徹底のためご出席いただく人数を減らしておりますので、委任状提出に

ご協力願います。なお、委任状は下記アドレスよりダウンロードしてください。 

https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/kiafree/inin2021.docx 

■会場参加   会場でのご出席を希望される方は、下記アドレスから 6 月 11 日(金)までにお申込みくださ

い。 

https://www.kia.or.jp/event/6757/book_form.php 

※理事、監事、次期理事候補者、各委員会副委員長の方々のご登録は不要です。 

※ベスト・ワーキング・ウーマン表彰式に受賞者以外の方の参加を希望される際は、上記よ

りお申込みください。 

■そ の 他   当日は、総会の模様を WEB 配信する予定です。詳細は決まり次第ご案内させていただきます。 

No. 293                       

2021年 6月号 

会 場 開 催 

https://www.kia.or.jp/
https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/access_map/
https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/kiafree/inin2021.docx
https://www.kia.or.jp/event/6757/book_form.php
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■第 61 回神情協ビジネスフォーラム商談発表企業の募集について 

下記の通り、第 61 回神情協ビジネスフォーラムの「商談会」において、商談発表を希望される企業を募

集致します。 

会員企業が持つ魅力ある商材を十二分にアピールしていただく場として、この会合を開催します。多数

のビジネスパートナーとの出会いを企画し、会員企業の経営人脈の強化に資する会合とする予定です。是

非、ビジネスチャンス拡大の場として、このビジネスフォーラムをご活用ください。 

つきましては、「案件発表」「自社 PR」「製品紹介」等をご希望の会員様がございましたら、6 月 9 日

(水)までに事務局宛にお申し込みください。正会員、賛助会員いずれも応募可能です。 

なお、現時点では、会場での参加と Web 会議システムを併用した実施形態にて開催を予定しております。 

 

■日  時   7 月 15 日(木) 16 時 30 分～19 時 30 分 

商談会：16 時 30 分～17 時 45 分／懇親会：18 時 00 分～19 時 30 分 

※上記のスケジュールは、後日変更する可能性もあります。 

■参加方法   Zoom によるオンライン又は下記会場 

ホテル・ザ・ノットヨコハマ https://hotel-the-knot.jp/yokohama/access 

■募集社数   6 社程度 

        ※Web（Zoom）での発表も可能ですが、応募多数となった場合は会場でご発表いただける

企業様を優先する場合がありますので、予めご了承ください。 

※応募多数の際は、締切前に受付を終了させていただくことがありますので、予めご了

承のほどお願い申し上げます。 

        ※発表企業多数の場合は、これまで発表された回数や発表内容などを精査させていただ

きます。その際、お申し込みをお受け出来かねる場合がございますので、予めご了承

ください。 

■発表時間   10 分を予定しておりますが、発表企業数に応じて調整をさせていただきます。 

■参 加 費   商談会：無料／懇親会：5,000 円／名(KIA-e チケット使用可、後日請求書発行) 

■発表資料   発表企業は、下記の資料を 7 月 1 日(木)までにご準備ください。 

1)投影用資料(パワーポイント等、PC からプロジェクター投影するためのデータ) 

2)配布資料(当日の配布資料。ワード等のデータ A4 サイズ両面 2 枚) 

■参  考   ・第 58 回ビジネスフォーラム 10 月 会場 55 名 懇親会 43 名 

        ・第 59 回ビジネスフォーラム 2 月 Web 開催 

        ・第 60 回ビジネスフォーラム 4 月(JIET と共催)会場 61 名 Web16 名 懇親会 50 名 

■申し込み   商談会にて発表をご希望の方は、6 月 9 日(水)迄に E-mail にて事務局宛に下記について

お知らせください。なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、Web のみでの開

催となる可能性もあることをご理解ご了承の上お申込みください。 

・会社名 

・発表内容 1)引き合い案件紹介 2)製品紹介 3)会社紹介 4)その他(具体的に) 

・発表の概要(発表概要を 200 字程度内にてお送りください) 

・御社製品等の紹介 Web ページ(あれば) 

・商談会発表形態  1)会場にて発表 2)Zoom によるオンラインでの発表 

・発表担当者(代表) 1)氏名 2) ふりがな 3)所属&役職 4)E-mail 5)TEL 

※後日、協会ホームページより懇親会参加登録をお願いいたします。 

■申し込み先  神情協事務局 色川宛  irokawa@kia.or.jp 

会場・オンライン開催 

https://hotel-the-knot.jp/yokohama/access
mailto:irokawa@kia.or.jp
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■第 2 回教育担当管理者セミナー開催のご案内 

下記のとおり、第 2 回教育担当管理者セミナーを Zoom によるオンラインにて開催致します。 

 今回のセミナーは、ウイルネス株式会社の代表取締役社長 福田一史 氏をお招きし「今、新卒？若手社

員に必要な『ロジカルコミュニケーション力』とは？」をテーマにお話いただきます。ご興味がございま

したら、是非、ご参加ください。 

 参加希望の際は、6 月 4 日(金)までにお申込みくださいますようお願い致します。 

 

■日  時   6 月 9 日(水) 15 時 30 分～17 時 30 分 

■参加方法   Zoom によるオンライン 

■テ ー マ   今、新卒？若手社員に必要な「ロジカルコミュニケーション力」とは？ 

■内  容   1)新卒？若手社員が抱える「悩みとギャップ」 

2)今、必要となる「ロジカルコミュニケーション力」とは 

3)体感！「ロジコミュ」トレーニング 

■講  師   福田 一史 氏 ウイルネス株式会社 代表取締役社長 

■講師紹介   1984 年 2 月 8 日生。開成高等学校卒業、東京大学工学部卒業 

パーソナルトレーナー、株式会社チエノワ執行役員、トレーニングジム経営などを経て、

2015 年より現職 

新規事業開発・店舗開発・M&A などを手掛けるの中で、ビジネスにおける「人材育成」の

重要性・必要性を感じ「人材開発・組織開発」の領域へコンサルタントとしては、自身

の経験を活かし、顧客企業の戦略面から人材開発・組織開発の方向性を見出すことが強

み 

研修講師としても、経験に基づく具体的かつわかりやすい研修で、オンサイト・オンラ

イン共に多くの受講者から絶賛されている 

■参 加 費   無料 

■定  員   30 名 

■そ の 他   開催日の 1～2 日前に、Zoom 招待 URL・ID/PW をメールします。万一、届かない場合は、

事務局までご一報ください。 

■申し込み   参加希望の際は、6 月 4 日(金)迄に下記のアドレスからお申し込みください。但し、教

育研修委員会のメンバーは、下記アドレスから登録しないでください。 

https://www.kia.or.jp/event/6600/book_form.php 

 

 

■第 2 回労働福利セミナー開催のご案内  

コロナ禍の中で急速に普及したテレワークですが、一方で組織内でのコミュニケーション不足や、社員

の孤立感から「コロナうつ」が増加するなど社会的な問題も発生しています。 

今回のセミナーでは、感染予防の観点から社内の懇親会、社員旅行などのイベントの企画も難しい中、

テレワーク環境のまま多くの社員が参加できるオンライン形式のレクリエーションの事例をご紹介します。 

コロナ禍の初期からこのようなニーズを察知し、一早くサービスを立ち上げ注目を集めている DAS 株式

会社の小川社長を講師に迎え分かりやすく解説していただきます。福利厚生の一環として何とかして社内

オンライン開催 

オンライン開催 

https://www.kia.or.jp/event/6600/book_form.php
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のコミュニケーションを活性化するきっかけとなる機会を作りたい、というようなお悩みを解決するヒン

トになるはずです。是非、多数のご参加をお待ちしております! 

参加希望の際は、6 月 21 日(月)までに指定のアドレスからお申込みください。 

 

■日  時   6 月 25 日(金) １5 時 30 分～17 時 30 分 

■参加方法   Zoom によるオンライン 

■テ ー マ   テレワークでも開催できる社内イベント～ e-レクリエーション 

～社内コミュニケーション、チームビルディングに～ 

■内  容   ・テレワークの普及に伴う問題 

・社内コミュニケーション、チームビルディングの必要性 

・「謎解き宝探し オンライン」サービスの紹介 

・期待される効果 

■講  師   小川 真輔 氏 DAS(ディーエーエス)株式会社 代表取締役 

■講師紹介   1982 年豪州シドニー生まれ。クイーンズランド工科大学を卒業し、2006 年富士通株式会

社入社。金融系 SI 業務に従事し、東日本大震災を機に DAS 株式会社を 2012 年 1 月に創

業。11 期目 

DAS では、地方行政、鉄道機関、不動産デベロッパー等向けに、「街の魅力をエンタメコ

ンテンツ化する」サービス、「NAZOTOWN（ナゾタウン）」を提供 

並行して企業内イベントとしても利用されるシーンが増えていき、コロナ禍のオンライ

ン社内イベントとして、2020 年に急加速 

「組織にアソビゴコロを。」というコンセプトのもと、社員研修やレクリエーションで

使える法人向けのオンライン謎解きツール「aso-biz（アソビズ）」を立ち上げ、人事総

務・福利厚生系事業として推進中。当協会の会員企業での導入も進んでおり、高い評価

を受けている 

また、老舗出版社の株式会社ベストセラーズの社長もつとめ、ベンチャー社長と創業 50

年の老舗社長のパラレルキャリアで複数の事業を並行して推進中 

■対 象 者   経営者、人事労務管理者、人事労務担当者 

■定  員   60 名 

■参 加 費   無料 

■申し込み   参加希望の際は、6 月 21 日(月)までに下記のアドレスからお申し込みください。但し、

労働福利委員会のメンバーは、下記のアドレスからは登録しないでください。 

https://www.kia.or.jp/event/6812/book_form.php 

 

 

■先端技術研究会 2021 テーマ説明会開催のご案内  

技術委員会では 2021 年度も「先端技術研究会」を開催致します。 

本研究会は、先端技術を扱う会員企業が推進役となり、その技術を広める事で、会員企業、ひいては協

会全体の技術力向上を目指す合同研究会です。昨年度は 5つのテーマ（AI×セキュリティ・AR技術・Jenkins・

ブロックチェーン・敵対的生成ネットワーク GAN）で有意義な研究会活動を行いました。 

2021 年度は、7 テーマでの開催を予定しております。先端技術に触れたい、技術交流したい、キッカケ

が欲しいと言う向上心溢れる皆様に是非ご参加いただきたく存じます。 

つきましては、各研究の概要等について、Zoom によるウェビナーでの説明会を開催致しますので、ご興

味がある方は是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。参加希望の際は、6 月 8 日(火)までに指

定のアドレスよりお申し込みください。多数のご参加をお待ちしております! 

オンライン開催 

https://www.kia.or.jp/event/6812/book_form.php
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■日  時   6 月 15 日(火) 17 時 00 分～18 時 30 分 

■参加方法   Zoom によるウェビナー 

■テ ー マ   1)クラウドネイティブなアプリケーション開発・Docker、Kubernetes を使ったコンテナ

ベースのアプリケーション開発手法の研究 幹事会社：㈱アイネット 

2)広がり続ける「自然言語処理」の可能性の研究（AI） 幹事会社：㈱メビウス 

3)AI×異常検知の研究 幹事会社：㈱ジェイエスピー 

4)VR 技術を使ったアプリケーション開発方法の研究 幹事会社：デジタルコム㈱ 

5)深層生成モデル研究 幹事会社：㈱クラフトワーク 

6)ブロックチェーンの応用検討 幹事会社：㈱エーアイネット・テクノロジ 

7)IoT の基礎 幹事会社：㈱ゼロワン 

※テーマ毎に、10 分程度の説明を行ないます。(含む Q&A) 

※幹事会社敬称略・登録順に掲載しております。 

※テーマの詳細（日程・会場・費用・定員など）については、後日お送りします。 

■対 象 者   ・本テーマに興味がありやる気のある方 

・技術レベル不問、私的参加 OK 

■そ の 他   研究会への参加につきましては、説明会終了後にご案内するアドレスから 7 月 22 日(木)

までお申込みいただく予定です。 

■申し込み   テーマ説明会へ参加希望の際は、下記アドレスより 6月 8日(火)までにご登録ください。 

https://www.kia.or.jp/event/6794/book_form.php 

 

 

■第 7 回アプリケーションコンテスト 2021 事前説明会開催のご案内  

2015 年に始まりましたアプリケーションコンテストも第 7 回目を迎えることとなりました。 

本コンテストは、企業 PR や地域貢献、昨今流行しているハッカソン、アイデアソンの自社内開催のきっ

かけ、新たなノウハウや技術の習得などにご利用いただける場を提供することを目的に開催し、年々参加

者も増え技術者の方々の交流の場となって参りました。 

つきましては、第 7 回アプリケーションコンテストの事前説明会を Zoom によるオンラインにて開催致

しますので、ご興味がある方は是非ご参加ください。説明会参加希望の際は、6 月 8 日(火)までに、指定

のアドレスからお申し込みください。多数のご参加をお待ちしております! 

なお、Zoom をご利用できない場合は、コンテストエントリーにあたっての資料をメール等にてご送付致

しますので、事務局までお申し付けください。 

 

■日  時   6 月 15 日(火) 16 時 00 分～16 時 40 分 

■参加方法   Zoom によるオンライン 

■内  容   ・前年度までの実績報告 

・当コンテストの狙い、実施要項説明、質疑応答 

・コンテストに関する情報提供 

■コンテスト  1)応募対象者 

概 要     神情協会員企業の社員で構成する企業チーム、社員個人又は個人チーム 

※企業と個人の複数のエントリー参加可能。参加件数に制限はありません 

2)作品規定 

基本的に自由としますが、地域や社会に貢献できるアプリケーションとします 

オンライン開催 

https://www.kia.or.jp/event/6794/book_form.php
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3)説明会以後のスケジュール 

下記スケジュールは、新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更する場合がござ

いますので、予めご了承ください。 

 (1)6 月 16 日(水) 

web 登録によるエントリー受付開始。なお、詳細なご案内は別途致します。 

          (2)9 月 30 日(木) 

            エントリーの締切。エントリー期間にお申し込みがない作品は、コンテストに参

加出来ません。 

          (3)12 月 1 日(水) 応募作品の提出締切 

 (4)12 月中  一次審査会（応募作品多数の場合） 

         (5)1 月 27 日(木) 

一次審査通過作品の開発者によるプレゼンテーション大会、最終審査、表彰式 

※オンラインでの発表も可 

4)昨年度の概要 

 ・下記アドレスから昨年度の実施の概要がご覧になれます。 

   https://www.kia.or.jp/pr/album/contest/1790.html 

  ・映像資料（コンテスト模様とその後の座談会 10 分 275MB 

 https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/2020applicon.mp4 

■申し込み   事前説明会に参加希望の際は、6月 8日(火)までに下記アドレスよりお申込みください。 

なお、コンテストそのものへのお申込み受付は後日ご案内いたします。 

https://www.kia.or.jp/event/6795/book_form.php 

 

■7 月開講教育研修講座のご案内  

開講日 講座名 分類・レベル 

7月1日(木)

～2日(金) 

<集合研修>  

C++による組込みプログラミング開発技術講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6608.html 

テクニカル(開発) 

入門 

7月2日(金) 

<ＷＥＢ研修>  

AI×IoTで加速する第四次産業革命AI講座【人工知能入門編】 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6609.html 

その他 

入門 

7月2日(金) 

<ＷＥＢ研修>  

リーダーに不可欠なEQ（心の知能指数）講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6610.html 

ヒューマンスキル 

入門 

7月5日(月) 

<ＷＥＢ研修>  

VB.netで学ぶGUIアプリケーション開発ファーストステップ講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6611.html 

テクニカル(開発) 

入門 

7月5日(月) 

<ＷＥＢ研修> 

オンライン会議のファシリテーター養成講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6612.html 

ビジネススキル 

初級・中級 

7月6日(火) 

<ＷＥＢ研修> 

何かを始め、取り組みたい方のための「学び･行動の習慣化スキル」講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6613.html 

ヒューマンスキル 

入門・初級 

https://www.kia.or.jp/pr/album/contest/1790.html
https://www.kia.or.jp/shared/images/association/pdf/2020applicon.mp4
https://www.kia.or.jp/event/6795/book_form.php
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6608.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6609.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6610.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6611.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6612.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6613.html
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開講日 講座名 分類・レベル 

7月7日(水) 

<集合研修>  

ITIL Foundation講座(V3) 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6614.html 

テクニカル(ｲﾝﾌﾗ)

入門 

7月8日(木) 

<集合研修>  

中堅社員ステップアップ講座 PartⅡ 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6615.html 

マネジメント 

ヒューマンスキル 

初級・中級 

7月9日(金) 

<ＷＥＢ研修> 

C#.netで学ぶGUIアプリケーション開発ファーストステップ講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6616.html 

テクニカル(開発) 

入門 

7月12日(月) 

～13日(火) 

<集合研修>  

Ajaxを利用したWebページ作成講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6617.html 

テクニカル(web) 

入門・初級 

7月15日(木) 

<ＷＥＢ研修> 

サイバー攻撃への事故対応力が向上するビジネスを護るための「サイバ

ーセキュリティインシデント対応トレーニング」講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6618.html 

その他 

入門・初級 

7月15日(木) 

<ＷＥＢ研修> 

オンライン環境で行うソリューション営業講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6619.html 

ビジネススキル 

初級・中級 

7月16日(金) 

<ＷＥＢ研修> 

ＷＥＢ研修新入社員～入社5年目向け「ロジカルシンキング入門」講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6620.html 

ヒューマンスキル 

入門・初級 

7月21日(水) 

<集合＆ＷＥＢ研修> 

受注獲得のための提案・見積実践講座〔8PDU取得〕 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6621.html 

マネジメント 

中級 

7月26日(月)

～27日(火) 

<集合研修>  

Pythonプログラミング講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6622.html 

テクニカル(開発) 

初級 

7月27日(火) 

<ＷＥＢ研修> 

傾聴力強化によるコミュニケーション向上講座 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6623.html 

マネジメント 

ヒューマンスキル 

初級・中級 

 

■2021 年 5 月度理事会報告 

 去る 5 月 14 日(金)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 2021 年度定時社員総会議案書承認の件 

2021 年度定時社員総会において審議する「2020 年度事業報告(案)」「2020 年度決算報告(案)」「第 7

期理事及び監事選任(案)」について事務局より説明があったのち、異議なく承認可決されました。 

 

 

 

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6614.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6615.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6616.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6617.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6618.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6619.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6620.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6621.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6622.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/6623.html
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協  議  事  項  

  1. 2021 年度神情協イベント開催基準について 

協会で開催するイベントの開催基準について検討し、原則、緊急事態宣言及び蔓延防止等重点措置が

発令されている場合のリアル開催はしないこととし、発令時以外は、国及び神奈川県の指示に基づいて

リアル及びオンラインにて開催することを改めて確認しました。 

周  知  事  項  

  1.広報委員会セミナー開催について 

8 月 26 日(木)、Zoom によるオンラインにて広報委員会セミナーを開催することが周知されました。

セミナーは、株式会社 A5bp の代表取締役 六角健二 氏をお迎えして「中小企業における『広報とブラン

ディング』」をテーマに実施します。 

報  告  事  項  

  1. 2020 年度決算監査を終えて 

 岡野監事より、2020 年度の会計処理は適切に行われており問題はなかった旨の報告と、新型コロナウ

イルス感染拡大により、協会会員の経営に資する事業を早急に展開して退会会員の減少に努めて欲しい

との提言がありました。 

2.事務局報告 

   事務局より下記の報告がありました。 

   1)賛助会員 1 社の退会の申し出があり、これにより理事会時点での会員数は正会員 292 社、賛助会員 

53 社、合計 345 社となりました。 

   2)「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2021」後援名義使用依頼について 

3)5 月～6 月神情協スケジュールについて 

 

■6 月の協会活動日程  

月日 
曜 

日 

開催

方法 
イベント名称 会場等 

6月 4日 金 
会場

&WEB 
労働福利委員会正副委員長会議 

事務局会議室

&Zoom 

6月 7日  月  WEB 新入社員教育講座【Java演習＋チーム開発演習(要件定義)コース】(6/29まで) Zoom 

6月 8日 火 

集合

&WEB 
第 2回技術委員会 

事務局会議室

&Zoom 

会場 女性活躍ダイバーシティ委員会幹事会 
横浜ベイコート

倶楽部 

6月 9日 水 WEB 

産学業界セミナー 

Zoom SEハンドブック改訂検討会 

第 2回教育研修委員会&第 2回教育担当管理者セミナー 

6月 10日 木 集合 中堅・ミドル世代からのセカンドキャリア講座 事務局会議室 
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月日 
曜 

日 

開催

方法 
イベント名称 会場等 

6月 11日 金 
会場

&WEB 
第 2回産学連携委員会 

事務局会議室

&Zoom 

6月 14日 月 集合 HTML5+CSS を利用したホームページ作成講座(6/15まで) 東部技術校 

6月 15日 火  

会場

&WEB 

先端技術研究会 2021参加者説明会 
事務局会議室

&Zoom 
アプリケーションコンテスト 2021応募のための事前説明会 

集合 オブジェクト指向プログラミングにおける設計技法講座(6/16まで) 産業技術短大 

6月 17日  木 会場 

2021年 6月度正副会長会議&2021年 6月度理事会 横浜ベイシェラ

トンホテル・タ

ワーズ 2021年度定時社員総会・ベストワーキングウーマン表彰式・SE講師認定式 

6月 18日 金 WEB OJT トレーナー研修講座【最初のトレーナー次第で新人のキャリアが変わる】 Zoom 

6月 21日 月 WEB プロジェクトに必須なステークホルダーマネジメント講座 Zoom 

6月 22日 火 集合 “自分がした方が早い”という思い込みを捨てよう！「任せる技術」強化法講座 事務局会議室 

6月 25日 金 
集合

&WEB 
第 2回労働福利委員会&第 2回労働福利セミナー 

事務局会議室

&Zoom 

6月 28日 月 WEB 実践で役立つ Zoom ミーティングの活用ノウハウ講座 Zoom 

6月 29日 火 集合 自律型中堅社員養成講座 事務局会議室 

 

 

 「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 

mailto:kia@kia.or.jp
https://www.kia.or.jp/

