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会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えになられたこととお喜び申し上

げます。

旧年中は、NPO 法人日本ビデオコミュニケーション協会の活動にひとかたならぬご理

解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて昨年末の12 月１日には、BS 左遷及び 110 度 CS による４K・８K 放送がスター

トしました。

総経済効果 19．4 兆円と言われている 2020 年のオリンピック・イヤーに向けて映像

関連産業がさらなる発展する絶好の機会になると思われます。

映像情報産業に従事する会員の皆様方には、 2019 年が大いなる飛躍の年となります

ように祈念申し上げます。

協会活動では、従来にも増したセミナーや勉強会を強化して行きたいと考えておりま

すので御協力の程、何卒お願い申し上げます。

NPO 法人日本ビデオコミュニケーション協会 理事長  大 竹  和 夫

NPO 法人 日本ビデオ
コミュニケーション協会

理事長　大 竹 和 夫
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〜 ゆ く 年  来 る 年 〜

「JAVCOM 2018 忘 年 の つ ど い 」

　「JAVCOM 2018 年忘年パーティー」は、2018 年12 月 18 日

（火）、18:00 より、渋谷セルリアンタワー東急ホテルの39 階の宴

会場「ルナール」で盛大に行われました。

　平成最後の今年は、今までのハイアットリージェンシー東京

から夜景の眺望が抜群の渋谷のセルリアンタワー東急ホテルに

場所を移して行われました。

　また、恒例のプレゼント交換会と美味しいお料理に大いに盛

り上がり、ビール、選ばれたワインやお持ち込みのワイン、日本

酒などのフリードリンクに会話もはずみ、年末の忙しい時も忘

れて存分に楽しむことができました。

　JAVCOM 会員のコミュニケーション交流の場として、ワイ

ワイ・ガヤガヤと楽しい集いで、ウキウキ・ドキドキのプレゼン

ト交換大抽選会も引き続き開催されました。

開催のあいさつをする
大竹 和夫 理事長

JAVCOM 新改革　今期役員の拝命を受
けました会長の金丸です。

私たち映像がらみで今期最大の焦点と言
えば 3 点あります。それは「次世代の移動
通信規格 ５G」「人工知能 A I」そして、この 
12 月１日よりの「4K 8K の衛星放送開始」
かと思われます。

JAVCOM はこの３点に視線を合わせた
セミナー勉強会を何処よりも早く打ち上げ
てきました。このような最先端情報のトッ
プを走り続けるのがJAVCOM であります。

役員及びメンバーの皆様　今年もお疲れ
様でした。今や100 年時世に相まったシニ
アー背景のヤング指向に６月総会で変身、
中枢役員執行メンバーは「若きジェネレー
ションにバトンタッチをしましました。

私、金丸会長は新世代を育むフレンド
リーでリスペクトな心意気で会の相談役を
はじめ対外的な広報活動など視野の拡大を
して参ります。　

それでは乾杯の音頭を取らさせて頂きま
す。

金 丸 前 理 事 長 乾 杯 の 音 頭 メ ッ セ ー ジ

「正調」中締め
阿部 正吉 理事

開会宣言をする
梶 光年 事務局長

金丸 幹夫 前理事長

開催世話人
寺林 英明 委員長

　 先 輩 た ち が 創 り 上 げ て き た「 お も し ろ い 」

JAVCOM を引き継いでの忘年の集いに、参加者は皆、

笑顔・笑顔で「JAVCOM2018 忘年の集い」で楽しい

時間を過ごしました。　（カラー写真は裏表紙に掲載）
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日　時： 2019 年１月15 日

場　所： ㈱スタジオ・ エコー  4F 会議室

参加者： 10 名

　昨年の12 月17 日（月）に開催した広報出版委員会とソ

フト制作研究委員会が合同にて開催する予定のセミナーの

第２回目の会議を本年１月15 日に開催しました。

　 開 催 日 時 は ３ 月 ６ 日( 水)14:00 〜17:40( 受 付 開 始

13:30 〜)、会場は東放学園音響専門学校清水橋校舎を予

定。

　テーマは《まったなし 働き方改革時代の「労務管理力」

「採用力」強化セミナー!!》。

　「働き方改革関連法」が成立し、経営者・労働者を取り巻

く環境が大きな変化の時代を迎えている。多様なサービス

業に携わる我々は、自らが抱える多くの問題点の改善に取

り組み、改革の成果を上げる事ができるのか？今回は「労

務管理力」「採用力」の強化をテーマに、柔軟性のある勤務体

制や採用、人材育成など、組織の意識改革につなげるという

主旨のセミナーを開催します。

＊＊＊＊＊＊＊＊以下講演予定内容＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

講演１　基調講演：「“働き方改革”対応のツボと“コンサルティ
ングツール”活用術」（仮）

◇こんな改革ができますか？　・優先的な取り組みは？
◇同一労働同一賃金の先にあるもの　・雇用の維持/ 創出を超

えて

◇コンサルティングツールを使ってみる　
・  「明日のチーム」による絶対評価の導入〜クラウド運用
　血の通わない IT システムにコミュニケーション要素を取り

入れたツール
・  RPA(Robotic Process Automation= パ ソ コ ン 内 の ロ

ボット）で省力化
社会保険労務士　SR 佐々木事務所　代表　佐々木久雄氏

講演２：「選ぶか/ 採るか」採用の意識転換！〜働き方改革の中
の採用力強化セミナー〜

◇激動する雇用環境とこれから
・ 採用マーケットの変化と現状　・リクルーティングからハイ

ヤリングへ
◇「選ぶか/ 採るか」採用の意識転換
・ 何故!? 早期離職のスパイラル　・採りこぼさない採用戦略

の肝
◇「導く求人」効果の連動を考える
・ ココに注意！求職者が動く言葉　
・ ココに注意！見える仕事と見えない仕事
　リッチピクチャーズ㈱就活プロモーショングループ・プロ

デューサー　人事採用コンサルト　就活対策・就労力育成
コンサルタント　小澤明人氏

講演３：「AMANO が実現する“働き方改革”その先へ（仮）」

◇○○○○○○○○○○○○○○○○

アマノ株式会社　○○支店　　　○○○○氏

＊展示スペースにて、アマノ株式会社「○○○」のデモを行

います。

　

〜 広 報 出 版 委 員 会 ・ ソ フ ト 制 作 研 究 委 員 会 〜

「 ３ 月 セ ミ ナ ー に 向 け て の 合 同 会 議 」
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JAVCOM 会員社 InterBEE2018 出展概要②

ソニー「VENICE」

カメラエクステンションシステム「CBK-3610XS」



JAVCOM  2019　5

JAVCOM 会員社 InterBEE2018 出展概要②
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JAVCOM 会員社 InterBEE2018 出展概要②
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JAVCOM 会員社 InterBEE2018 出展概要②
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麻布プラザ(株)

(株)ア ス ク

(株)アルファ・デポ

池上通信機(株)

伊藤忠ケーブルシステム(株)

イノテック(株)

(株)IMAGICA Lab.

(株)イメージスタジオ・イチマルキュウ

(株)ウィンクツー

(株)オムニバス・ジャパン

(株)音響ハウス

環境スペース(株)

(株)キュー・テック

共信コミュニケーションズ(株)

(株)銀座サクラヤ

グラスバレー(株)

クロスコ(株)

(株)計測技術研究所

コアマイクロシステムズ(株)

(株)スタジオ・エコー

ソニーPCL（株）

ソニービジネスソリューション(株)

ソニープロテクノサポート(株)

太陽企画(株)

(株)テクニカランド

(株)テクノハウス

(株)デジタルエッグ

(株)デジタル・ガーデン

(株)テレテック

(株)トータルプランニングオフィス

(株)東京現像所

(株)東京サウンドプロダクション

(学)東京放送芸術&映画・俳優専門学校

東通産業(株)

(学)東放学園

(株)東北新社

東洋レコーディング(株)

トラスト(株)

(株)ナイスデー

ナショナル物産(株)

ニッキャビ（株）

日本ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)

(学)電子学園 日本電子専門学校

(株)ニユーテレス

ニユーテレス・テクノ(株)

(株)ビーム　ﾋﾞｰﾑﾃﾚﾋﾞｾﾝﾀｰ

ビジュアル・グラフィックス㈱

(株)ビデオエイペックス

(株)ビデオサービス

ヒビノベスコ(株)

(株)ヒューマックス シネマ

ﾌｪﾉﾒﾅｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ(株)

(株)フォトロン

(株)プラスアルファ

ブラックマジックデザイン(株)

(株)朋　栄

三　友(株)

(株)ユニワールド

(株)ヨコシネディーアイエー

リーダー電子(株)

(株)レ　イ

レスパスビジョン(株)

ローランド(株)

2019年
正 月 謹んで新春のお慶びを申し上げます謹んで新春のお慶びを申し上げます2019年
正 月
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JAVCOM ホームページ　 リニューアル中！
http://www.javcom.or.jp/

　　　　　　入会のお申し込みはこのページ右下のココをクリック☞

入 会 申 し 込 み 受 付 中 ！
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■■■第257回運営会議■■■
　
　　日　時：平成 30年11月 29日（木）　
　　　　	　　　18：00〜19：00
　　場　所：麹町区民館 洋室C
　			出席者：20名

議　　題

１．会員動向（梶事務局長）
　入会申込　ブラックマジックデザイン㈱
　　(正)石井　陽之　(副)　森　正司
　　　　目黒区駒場4-7-2　GREEN WAY 

駒場 PARTⅡ　℡ 03-5465-2101
　勤務先変更　ナガセテクノサービス㈱　
　　ＯＢ会員　市川　恵一
　　　　中央区日本橋本町1-2-8

　長瀬産業ビル  ℡ 090-9965-0069
　役職変更　　㈱スタジオ・エコー　
　　(正)佐  藤　 洋　代表取締役副社長
　　(副)村井　亨子　代表取締役社長

２．忘年会･新年会進捗報告
（森澤常任幹事長･梶事務局長）

⑴忘年会
　①11/05(月)　下見・打合せ　於セルリア

ンタワー東急ホテル（高瀬･森澤･新井･
事務局）

　②11/26(月)　第２回打合せ　於セルリ
アンタワー東急ホテル（寺林･森澤･新井
･事務局）

　③参加者数　11/29現在　６０名
⑵新年会
　①11/21(水)　下見・打合せ　於青学アイ

ビーホール（高瀬･森澤･梶･事務局）

３．各委員会報告
■広報出版委員会（金指副委員長）
⑴ InterBEE2018

 今夏より行っていたInterBEE2018 出展
のための会議における決定事項に基づい
たパネル貼りポスター、新たに作成したブ
ローシャ、配布用JAVCOM NEWS など
を開催日前日にブースに搬入し設置と管
理等を行いました。
ご協力頂きましたお陰を持ちまして、無事終
了することが出来ました。また各委員会の当
日の当番の皆様、ありがとうございました。

⑵JAVCOM NEWS
JAVCOM NEWS Vol.130は通常の発行
日は11月15日でしたが、InterBEE開催中

のため発行が遅れております。
現時点での掲載内容は以下の通りです
①第54回 2018年 国際放送機器展に出展
②ニュービジネス研究委員会10月勉強会
　eスポーツ施設「LFS 池袋esports   
                                    Arena」見学会

③技術研究委員会 第13回 「人こよみ・
語りべ」 再報告

④技術研究委員長就任あいさつ
⑤JAVCOM会員社InterBEE出展概要

⑥JAVCOM運営会議便り
⑦カラー裏表紙：InterBEE2018 
JAVCOMブースにてパネル展示した内容

■ニュービジネス研究委員会	（掛田副委員長）
◇活動報告
⑴第73回ニュービジネス委員会定例会
　日 時：平成30年11月22日(木) 19：00〜
　場 所：東洋レコーディング㈱ 3F会議室
　議 題：InterBEE 視察報告
　　　　今後の勉強会について

◇活動予定
⑴第74回ニュービジネス委員会定例会＆忘年会
　日 時：平成30年12月５日(水) 18：30〜
　場 所：しゃぶしゃぶ鉢の木
　議 題：平成30年総括
⑵第75回ニュービジネス委員会定例会
　日 時：平成31年1月 (日程未定) 
　場 所：東洋レコーディング㈱ 3F会議室
　議 題：定例会、勉強会の進め方について
　　　  ニュービジネス委員会メンバー社

会社・製品紹介プレゼンテーション実施

■技術研究委員会　（新井委員長）
◇活動報告
⑴ＪＡＶＣＯＭ ＪＤＳＦ合同セミナー開催
　日 時：2018年11月28日(水)13：30〜17：00
　場 所：中央区立日本橋公会堂 第3,4洋室
　題 名：OpenTechForum2018
　主 題：アーカイブテクノロジーとデータ活用法
　参加者：54名　(JAVCOM 16名)　　　
　終了後懇親会開催 15名(JAVCOM６名)
　JAVCOMからは、ソニーと朋栄が講演
◇活動予定
⑴2019年１月　定例会未定
⑵2019年２月　定例会及び

『人こよみ・語りべ』予定

■ソフト制作研究委員会	（吉田委員長）
◇活動報告
⑴ソフト制作研究委員会、11月勉強会（村松

副委員長）
　日 時：平成30年11月20日（火）

6：30〜18:00　
　場 所：㈱デジタル・ガーデン＜プラザ＞
　題 名：iSandBOX「AR・体験勉強会」
　講 師：７名　　　懇親会参加者　５名
　内 容：ポストプロダクションの枠を超え

た取り組みを知るデジタル・ガーデンが
国内販売店契約を締結して日本に初上陸
した、iSandBOXはUniversal Terminal 
Systems Ltd.’(ロシア)が2012年に開発
された AR Sandbox「AR砂場」。

　子どもから大人まで「遊ぶ・学ぶ・癒され
る」AR砂遊びを楽しめる。

　参加者は砂を使って、噴火している火山、
川、海、谷など、AR砂遊びを楽しみながら
天地創造（拡張現実）を体験した。

⑵11月定例会
　日 時：平成30年11月20日（火）18:00〜18：45
　場 所：㈱デジタル・ガーデン　4F会議室
　出席者：７名
　議 題：３月有料セミナーと勉強会について
①３月有料セミナー【確認】
テーマ：「働き方改革対策」
キーワード：労務管理〜人事考課、採用力強

化、コンサルティングツール
（例）「AMANO労務管理システム」

「RPA=Robotic Process Automation
（NTT WinActor）」

　　「㈱明日のチーム」他
これからの動き：
　会場押さえ ⇒ 東放学園清水橋校舎で
  調整（西新宿五丁目）
　広報委員会との合同ミーティングを調整。

社労士・佐々木氏、デジタルスケープ、小川
明人氏他にコンタクト（吉田）、AMANOに
コンタクト（佐藤）。

②今後の勉強会
・ 空間演出分野 ⇒ 吉田：11/30映像センタ

ー・本田氏とコンタクト。
・ セキュリティ対策 ⇒ 佐藤
・ スタジオ見学「太陽企画様」 ⇒ 村松
・ ビデオグラファー「VOOK」 ⇒ 吉田

４．第182回常任幹事会報告（森澤常任幹事長）
　日 時：平成30年11月29日（木）16：45〜
　会 場：麹町区民館洋室Ｃ
　出席者：大竹理事長以下９名

議　題
　①協会催事　忘年会　新年会　春季セミ
　　　　　　　ナー　総会開催に付いて
　②各委員会報告　結果事項　予定事項
　③その他　事務局報告
　次回常任幹事会 12月26日（水）16時45分
　　　　  〜17時45分　麹町区民館洋室Ｃ

JAVCOM 運営会議便り
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５．その他　（事務局）
　①映像関連連絡会議開催

　11/20（梶事務局長）
　②映文連アワード開催

　　11/26（大竹理事長）
　③日本映像美術協議会より

年末懇親会の案内　12/6
　④リードエグジビジョンジャパンより

「通信･放送Week2019」協賛依頼
　⑤ＪＰＰＡより

「JPPA AWARDS 2019」後援依頼
　⑥ＪＰＰＡより新年賀詞交換会の案内

　1/11（金）
　⑦映テレより新年賀詞交換会の案内

　1/9（水）

次回常任幹事会
 12月26日（水）16：45〜 麹町区民館 洋室C
   1月23日（水）16：45〜 麹町区民館 洋室B

次回運営会議
 12月26日（水）18：00〜 麹町区民館 洋室C
   1月23日（水）18：00〜 麹町区民館 洋室B

■■■第258回運営会議■■■

　　日	時:平成30年12月26日(水)　
18:00〜19:00

　　場	所	:麹町区民館 洋室C
　　出席者：17名

　　　議事に先立って寺林運営委員長欠席の
　　	為、高瀬副理事長が議事進行した　　

議　　題

１．会員動向（梶事務局長）
　　今回なし

２．忘年の集い報告（梶事務局長）
　平成30年12月18日（火）
　セルリアンタワー東急ホテル 39Ｆルナール
　参加申込　90名
　参 加 者　89名（当日参加者0名 欠席1名）

３．各委員会報告
■広報出版委員会（塩原委員長）
◇活動報告
⑴広報出版委員会・ソフト制作研究委員会
　合同会議開催
　日 時 : 平成30年12月17日（月） 17：00〜
　場 所 : 株式会社スタジオ・エコー
   議 題 : ①３月の有料セミナーについて

（開催日3月6日 東放学園清水橋校舎2F）

12/10（月）講師　人事採用コンサルタ
ント小澤明人氏・社労士佐々木久雄氏
に趣旨説明し快諾を得る（吉田･佐藤･村
松）

②InterBEE2018を振り返る
出席者　塩原広報出版委員長・吉田ソフト
制作研究委員会以下14名

■ニュービジネス研究委員会	（関野委員長）
◇活動報告
⑴第74回ニュービジネス委員会定例会＆忘年会
　日 時：平成30年12月5日(水) 18：30〜
　場 所：しゃぶしゃぶ鉢の木
　議 題：平成30年総括　
　　　　今後の勉強会について

◇活動予定
⑴第75回ニュービジネス委員会定例会＆忘年会
　日 時：平成31年1月16日(水) 19：00〜
　場 所：東洋レコーディング(株) 3F会議室
　議 題：定例会、勉強会の進め方について
　　　ニュービジネス委員会メンバー社会社・
　　　製品紹介プレゼンテーション実施
⑵ニュービジネスゴルフ大会
　日 時：平成31年２月23日（土）

■技術研究委員会　（新井委員長）
◇活動報告　今回なし
⑴第 231回定例会
　日 時：2019年1月24日(金)
　場 所：三友株式会社
　議 題:今後の勉強会について
⑵第232回定例会･第14回人こよみ語りべ
　日 時：2019年2月15日(金)
　場 所：株式会社フォトロン
　議 題：今後の勉強会について
　語りべ : 田村 進氏

■ソフト制作研究委員会	（村松副委員長）
◇活動報告
⑴ソフト制作研究委員会「３月有料セミナー

打合せ」
　日 時：平成30年12月10日（月）10：00〜　
　場 所：スタジオ・エコー
　出席者：吉田、佐藤、村松
　議 題：「３月有料セミナー打合せ」
　人事採用コンサルタント・小澤明人氏、
　社労士・佐々木久雄氏に趣旨説明 ⇒ 快諾 

⇒ 決定
⑵広報委員会・ソフト制作研究委員会　合同

ミーティング
　日 時：平成30年12月17日（月）17:00
　場 所：スタジオ・エコー

　出席者：（広報）塩原委員長以下５名
　　　　  （ソフト）吉田委員長以下９名
　議 題：３月６日有料セミナー打合せ

①人事採用コンサルタント・小澤明人氏、社
労士・佐々木久雄氏　12/10決定

②AMANO「労務管理及び、人事考課システ
ムの講義＋デモ」（佐藤）2/21決定

③関連団体の業務効率化への取り組むにも
配慮。

④外国人雇用の配慮及び加盟社・友好団体
に役立つセミナーにする。

⑤中小企業への本格適応は2020年4月1日
より、そのための対策として有効。

⑶「Inter BEE 2018反省会」
①パネルの設置について ⇒次年度は、スチ

レンボードで固定
②映像 ⇒ 静止画のみも可。
③電子掲示板は有効であった。
④会期中の接触で数社加盟の可能性あり

４．第186回常任幹事会報告（森澤常任幹事長） 
　日 時：平成30年12月26日（水）16:45〜
　会 場：麹町区民館洋室Ｃ
　出席者：大竹理事長以下８名
　議題：

①協会催事　忘年の集い  2018結果報告
　新春セミナー進捗状況
　春季セミナー進捗状況  6月協会総会
　準備　計画
②各委員会の活動状況
③11月度収支報告
④その他（事務局からの報告連絡事項等
⑤次回常任幹事会

　　1月23日（水）16時45分〜17時45分　
　　麹町区民館　洋室Ｂ

５．その他　（事務局）
①InterBEEブース来場者　礼状案内状郵送
　12/10
②JAVCOM NEWS №130
　第152回セミナー講師郵送　12/10
③映像関連連絡会議忘年会　12/19
④事務局年末年始休み
　12/28（金）〜1/3（木）　

次回常任幹事会
   1月23日（水）16：45〜 麹町区民館 洋室B
   2月20日（水）16：45〜 麹町区民館 洋室C

次回運営会議
   1月23日（水）18：00〜 麹町区民館 洋室B
   2月20日（水）18：00〜 麹町区民館 洋室C
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ゆく年、くる年『JAVCOM 2018 忘年パーティー』

忘年パーティーを行った
セルリアンタワー東急ホテル

39 階　ルナール


