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JAVCOM （創立第40回）

第16回 通常総会 オンラインにて開催される

大竹和夫理事長と梶光年事務局長の
２名にて事務局をホストにして開催

NPO 法人 日本ビデ

（議決権出席者27 名委任状出席者32 名計59 名総議決権

オコミュニケーション

80 名73.7%）〉
により総会の成立が報告され、大竹理事長の

協会 第16 回通常総会

開会挨拶の後、梶事務局長による議長選出によって、大竹

が、令和２年６月12 日

理事長が議長に就任し、そして議事録署名人を選出いたし

( 金) 16 時より千代田

ました。

区 麹 町 の「JAVCOM

事務局長による会員動向の報告にはじまり、各委員長に

事 務 局 会 議 室 」に て

よる令和元年度の事業報告および事務局長による令和元

開催されました。

年度の収支計算、森澤監事による監査報告、各委員長によ

本年は、コロナウィルス感染予防により多人数での集会

る令和２年度の事業計画案、事務局長による令和２年度の

等の開催の中止及び他府県への移動の自粛の要請が求め

収支予算案など、8 号までの議案の採決がとどこおりなく

られたため、総会はテレビ会議システム Zoom を用いて、

進められ、17 時 45 分、予定どおり総会は閉会しました。

事務局からのオンラインにて行うこととなりました。
16 時に梶事務局長による総会出欠報告〈出席者31 名

また、総会終了後は19 時30 分より、出入り時間自由に
てオンラインでの懇親会が開かれました。
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第16 回 通 常 総 会
前 理 事 長 あ い さ つ
本日は、
NPO 法人日本ビデオ

ます。

コミュニケーション協会、第16

今回の総会は、大変残念ながら世界を揺るがしている新

回通常総会に御参加を賜りまし

型コロナウイルスの影響を受け感染防止等の観点からネッ

て理事を代表致しまして御礼を

トを介してのテレビ会議システムZOOM を使用した総会

申し上げます。

に変更することに致しました。

当協会は、映像産業の研究進

会員の皆様方に於かれましても様々な局面で大変な御苦

展と映像文化の発展を目指し初

労を強いられている事と御推察致しますが、コロナウイル

代理事長である金丸幹夫氏のも

ス騒動も季節の推移と共に収まっていくものと思われま

と「新しい技術は新しい創造を生み、新しい創造は更に新

す。

しい技術を生み出します。ハードウエアとソフトウエアは

JAVCOM 会員の皆様方に於かれましては、健康に留意

相関葛藤しながら新しい文明を作り出すものです。
」
という

され、
ZOOM テレビ会議システム等を積極的に活用し、こ

メッセージをもって1981 年に任意団体として発足致しま

のような状況下こそJAVCOM 会員間のコミュニケーショ

した。

ンを十分に保ち、
この難局を乗り越えた先、
必ずや素晴らし

2004 年 8 月には、
東京都からNPO 法人として承認され、 い明日が待っていることを信じ、是非とも切り抜けて頂き
現在のニュービジネス研究委員会、
ソフト制作研究委員会、 たいと願っております。
技術研究委員会、広報出版委員会の4 委員会制で我が国に

NPO 法人日本ビデオコミュニケーション協会

於ける映像・情報産業発展の一翼を担うべく活動しており

前理事長 大竹 和夫

第16 回 通 常 総 会 次 第
議

案

項

目

担

出欠報告

事務局長

開会挨拶

理 事 長

議長選出

事務局長

議事録署名人の選任

議

会員動向

事務局長

第２号議案 令和元年度事業報告書(案)

運営委員長

第１号議案

議

当

案

項

目

第３号議案 令和元年度収支計算書(案)
		

〃

監査報告

担

当

事務局長
監

査

第４号議案		令和２年度事業計画書(案) 運営委員長

長

				

広報出版委員長

				

ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ研究委員長

				

技術研究委員長

				

ｿﾌﾄ制作研究委員長

第５号議案 令和２年度収支予算書( 案)

事務局長

		

広報出版委員長

		

ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ研究委員長

第６号議案 特別会員の承認

議

長

		

技術研究委員長

第７号議案 新役員の承認

議

長

		

ｿﾌﾄ制作研究委員長

		

常任幹事長

第８号議案 その他

議

長

会員動向
（2020 年 3 月 31 日現在）

正 会 員
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団体

６３社

２４名

第16 回 通 常 総 会
新 理 事 長 ・新 理 事 就 任 あ い さ つ
この度、大竹和夫理事長の後任と
してNPO 法人日本ビデオコミュニ

代で、
新しい技術が日進月歩で進化し日本国全体で飛躍的
な発展がありました。

ケーション協会（JAVCOM）理事

近年のデジタル化の流れはオンライン配信など技術進

長を拝命いたしました高瀬義美で

化にアイディアが求められる時代となり、
ますます人と人

ございます。

とのコミュニケーションが重要になってくるものと存じ

初代金丸幹夫理事長をはじめ諸

ます。

先輩が築き上げられた実績と業界

JAVCOM の特徴でもある異業種の幅を拡げ業界での

からの信頼を踏まえ、
本協会のさらなる発展のため微力を

存在感を高めていけるよう一層の改革と充実に努めてま

尽くしてまいりたいと存じますので、
今後とも皆様方から

いる所存であります。

のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
本協会は1981 年に創立以来、
映像情報産業の発展を促
し文化向上に向けて異業種の精鋭たちが調査・研究・セミ

今後とも皆様方のさらなるご支援、
ご協力をお願い申し
上げます。
また、
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、

ナー開催などコミュニケーションを拡げてまいりました。 皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
創立時の映像産業はフィルムからビデオに変革する時

新理事長 ㈱ニユーテレス 高瀬 義美

引き続き、NPO 法人日本ビデオコミュニケーション協会

活性化し、魅力的なメリットの

副理事長の重責を担うことになりましたニッキャビ株式会

ある協会になるように協会運営

社の寺林英明です。

に務めさせて頂く所存です。

昨今映像業界を取り巻く環境が著しく変化し、益々厳

本協会のさらなる発展の為に

しさを増す中、映像に係る異業種関連の垣根を大きく越

高瀬新理事長のサポートを微力

え、さらに会員拡大を図り、魅力ある様々な行事、有益な

ながら尽くしてまいりたいと思

情報交換及び収集の場、ネットワーク作りの場、会員間

いますので、皆様方のご指導、ご

の親睦の場及びコミュニケーションの場となり、より一

支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

層会員企業の皆様方のビジネスチャンスに繋がるよう

新副理事長 ニッキャビ㈱ 寺林 英明

この度、NPO 法人日本ビデオ

コロナ騒ぎ。今後コロナ禍の中でオンライン化が更に加

コミュニケーション協会常任幹

速すると思われ、様々な業務改革が行われることと思い

事長を拝命いたしました、株式会

ます。今まで経験したことの無い未曾有の危機ではあり

社音響ハウスの尾崎紀身でござ

ますが、異業種会員同士の意見交換、情報交換の場とし

います。

て、これまで以上にJAVCOM を活用して頂ければと考

森澤前常任幹事長よりこの重
責を引継がせて頂く事となり、身
も引き締まる思いでございます。これまで諸先輩方が築

えております。
少しでも皆様のお役に立てる様、高瀬新理事長の基、
協会運営に微力ながら尽力させて頂く所存でございま

き上げてきたJAVCOM の軌跡を更に発展させるべく、 す。協会員の皆様に於かれましては、より一層のご理解、
お手伝いをさせて頂ければと存じます。
平成から令和へと新たな時代がスタートした矢先の

ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
新常任幹事長 ㈱音響ハウス 尾崎 紀身
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第16 回 通 常 総 会
新 理 事 就 任 あ い さ つ (続)
今期より広報出版委員会の委

interBEE 会場にてブースの出展や会員向け勉強会、有料

員長を拝命いたしました田村で

セミナーなどの告知、
PR 活動などを積極的に推し進め

す。

ていきます。

この原稿を書いている今は、東

直近では社会的に一般化したZoom によるJAVCOM

京都のコロナ渦緊急事態宣言解

各部署のオンライン会議後の広報、
さらには、
一部会員の

除から再び感染者が増え始め今

方々も既に利用しているSNS のフェイスブック・メッ

後の情勢が予想できなくなりま

センジャーなどを利用し、会員間のコミュニケーション

した。

ツールとして迅速な連絡網を構築したいと思います。

このように大きな世界情勢の変化を受けて、身近な映
像業界内の情報を、会報誌（隔月）
JAVCOM ニュースや
ホームページ並びにフェイスブック・ページなどを駆使
して、会員の皆様に有益な情報をお伝えしたいと思って
おります。

また、現用のホームページ・サーバーのメールマガジ
ン機能を活かすことも検討しております。
さらにJAVCOM を業界に周知していただくよう尽力
してまいります。
今後ともよろしくおねがいします。

コロナ渦収束後のイベントへの活動とたしましては、
2020 年度も引き続き事務局
長の選任を頂きました株式会社
アレントの梶 光年です。
非才の身には甚だ重い任です
が、理事長をはじめ役員、委員、

広報出版委員会委員長

麻布プラザ㈱

田村

進

事務局では、今年度 4 月から新しい事務局員（安部忍
さん）を迎え、明るく、親しみ易い事務局を心がけます。
会員の皆様には、気軽に立ち寄って頂ける事務局にし
たいと思っております。
今日この状況下、皆様と直接接することが難しくなっ

会員の皆様方、そして事務局、諸

ておりますが、
「 楽しいコミュニケーションのジャブコ

先輩方のご指導をいただきなが

ム」を目指し、皆様の協会活動のお役に立てるよう事務

ら責務を全う致したいと思っております。
会員の皆様にはこのコロナ禍の中、
「 オンライン」だ
「テレワーク」だと会社も大変な時期を迎えられている

局として努力いたす所存です。
何卒皆様のご協力とご指導を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます。

とお察し致します。

事務局長

㈱アレント

梶

光年

★★★★★中山のひと言★★★★★
もと広報出版委員長で、現副委員長の古参もの中山に
誌面を頂いたので、ひと言述べさせて頂きます。
大竹前理事長の挨拶文に、JAVCOM 創立時のエピソー
ドが紹介されています。

JAVCOM の存在意味はないと私は思う。
私は、この金丸さんの創立フレーズが大好きで、今でも
この精神を意識して日常を過ごしている。
言わせてもらうなら、今日の映像業界はハードに偏っ

それは、初代理事長・金丸幹夫氏が唱えたメッセージ

ているようだ。今年の「新春セミナー2020 年わが業界

「新しい技術は新しい創造を生み、新しい創造は更に新し

はいま」の冒頭、
「皆さんのなかで4K･8K を視聴している

い技術を生み出す。そしてハードウエアとソフトウエア

方は？」の問いに誰も挙手しなかった。そしてセミナー

は相関葛藤しながら、新しい文明を作り出す」。

『4K/8K 映像制作への取り組み』が始まった。この現象、

このフレーズは、JAVCOM 創立以来の理念として、 皆さんはどう受け止めますか？
現 在 で も 脈 々 と 生 き て い る 筈 で す。す で に20 年 近 い
歴史を刻んだ現在でも、この理念が生きていなければ、
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「コンシューマー・ファースト」を忘れずに！
広報出版委員会副委員長

中山 秀一

第16 回 通 常 総 会

令和元年度事業報告／令和２年度事業計画
運営委員会

開催日：2019年11月13日（水）～11月15日（金）10：00～17：30
会場 : 幕張メッセホール3

＜運営委員会＞
■令和２年度事業計画■
今年度に於かれましても、著しい環境の変化で益々厳しさ

委 員 長

寺林 英明

を増す映像業界ではございますが、JAVCOM の事業活動は、
映像に係る異業種関連の垣根を大きく越え、事業推進の拡充
をもって、さらに会員拡大を図り、魅力ある様々な行事、有益

■令和元年度事業報告■

な情報交換及び収集の場、ネットワーク作りの場、会員間の親

2019 年度( 令和元年) の事業報告を致します。

睦の場及びコミュニケーションの場となり、より一層会員企

事業年度の活動は、映像業界を取り巻く環境の変化が激しい

業の皆様方のビジネスチャンスに繋がるよう活性化し、魅力

中、
各委員会の皆さま方の多大なる尽力のもと、
セミナー、
各委員
会の勉強会など活発な活動を行い、
随所に事業成果を得ること

的なメリットのある活動を目指してまいります。
つきましは、会員の皆さまの更なるご支援ご協力を賜りま

が出来ました。
会員の皆さま方に深く感謝申し上げます。
又、
7月

すよう何卒よろしくお願い申し上げます。

に事業推進プロジェクトの一環として特別セミナー、
11 月には、

1．セミナー事業

Inter BEE にブース出展し、
会員拡大のPR 活動の場として、
活動

第158 回セミナー（ニュービジネス研究委員会担当）

が実施されました。
そして、
JAVCOM の活動を更に革新出来るように運営会議を
通して提起事項に対する取組、
改善も、
成果を上げることが出来
ました。

テーマ：e スポーツがもたらす映像ビジネス
～e スポーツから学ぶビジネスモデルと新しい映像体験～
開催日：調整中
第159 回特別セミナー（事業推進プロジェクト会担当）

○セミナー報告

テーマ：感性コミュニケーション～男女脳差理解による組

１．第155 回特別セミナー（事業推進プロジェクト会担当）

織力アップ～

テーマ：ＡＩでどう変わる企業経営は～ＡＩ活用がもたらす

講師：株式会社感性リサーチ代表取締役黒川伊保子氏

未来の経営～
開催日：2019 年7 月9 日（火）15：30 ～16：50

開催日：2020 年7 月9 日（木）15：30 ～16：45
会場：富士フイルム西麻布ホール

会場：富士フイルム西麻布ホール

第160 回セミナー2020 年10 月予定（技術研究委員会担当）

2．第156 回セミナー（技術研究委員会担当）

第161 回新春セミナー2021 年1 月予定（事業推進プロジェ

テーマ：～時代をよむ！明日はもっとおもしろい～最先端技
術で、見えないものがみえてくる‼
開催日：2019 年10 月18 日（木）14：00 ～17：30
会場: 富士フイルム西麻布ホール

クト担当）
第162 回セミナー2021 年3 月予定（ソフト研究委員会・広
報委員会担当）
2．広報事業

３．第157 回新春セミナー＆新年賀詞交歓会

国際放送機器展（InterBEE2020）出展予定（広報委員会・

テーマ：
『2020 年我が業界はいま・・・！』

InterBEE 実行委員会担当）

開催日 ：2020 年 1 月 28 日（火）16：00 ～17：40

開催日：2020 年11 月13 日（水）～11 月15 日（金）

（賀詞交歓会 18：00 ～）

会場：幕張メッセ

会場: 青学会館アイビーホール

３．勉強会（年1 ～2 回）
（事業推進プロジェクト会担当）

４．第158 回セミナー（ニュービジネス研究委員会担当）

a) 異業種（ICT、メディカル、建設、不動産、宇宙ビジネス、農

⇒新型コロナウィルス（COVID-19）
の影響により延期
テーマ：e スポーツがもたらす映像ビジネス
～e スポーツから学ぶビジネスモデルと新しい映像体験～

業等々）の見学会、勉強会の開催
b) 各会員企業の若手スタッフ、女性スタッフが参加できる勉
強会の開催

開催日： 2020年 3月17日
（火）14：00～17：35

c) 有料勉強会、講座及び講習会の開催

会場 : 富士フイルム西麻布ホール

４．交流会（年1 回）
（事業推進プロジェクト会担当）

○その他報告

業界関連団体、異業種団体、その他企業との交流会

１．国際放送機器展（InterBEE2019）出展（広報出版委員会・
InterBEE 実行委員会担当）
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JAVCOM 運営会議便り
■ニュービジネス研究委員会（関野委員長）

■■■第273回運営会議■■■
日

時：令和２年3月 24日
（火）

＊コロナウィルス感染予防のため開催中止
議

題

１．
会員動向
（梶事務局長）
入会申込

㈱サードウェーブ

白方

新井)

正会員(団体)

クロスコ㈱

秋山

工

OB会員(個人)

杉本

篤実

（関野ニュービジネス研究委員長）
時：2020年3月17日(火)

場

所：富士フイルム

14：00～

西麻布ホール

テーマ：
『ｅスポーツがもたらす映像ビジネ
スとは』
⑶選挙管理委員会

進捗状況 （梶事務局長）
立候補届報告
（森澤常任幹事長）

⑷第159 回特別セミナー

進捗状況
（寺林副理事長）

■広報出版委員会
（塩原委員長）
◇活動報告
JAVCOM NEWS 138号 2020年3月20日
発行。
①第157回

元気が出る新春セミナー

「2020年我が業界はいま…」
②技術研究委員会 2020年 2月勉強会
JDSF・JAVCOM 合同セミナー
③VGI 10 周年記念パーティー

ビジュア

ル・グラフィックス株式会社
④会員社紹介

①障がい者雇用セミナー
②空間演出

日時：2020年 2月25日(火) 19:00〜20:00

③スタジオ・エコー
“アフレコ現場”
見学

場所：東洋レコーディング(株) 3F 会議室

④ラテグラ
（３Dﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾞﾗﾌｨｯｸ）

議題：No.158 有料セミナー延期の確認

⑤VOOK
（ビデオグラファー）

日時：2020年3月17日(火) 19:00〜20:00
※ ミーティングツールZoom を利用した
オンライン会議にて実施
議題：No.158有料セミナー開催時期について

⑥C＆R
（Youtuber）

来期活動方法についての議論

（森澤常任幹事長）
４．
第201回常任幹事会報告
日時：令和２年3月24日16：00～17：00
場所：一番町集会室

洋室A

議題：
⑴協会催事

◇活動予定

①第158回有料セミナー結果報告

⑴第86 回ニュービジネス委員会定例会

②通常総会

進捗状況

日時：2020年 4月15日(水) 19:00〜

③選挙管理委員会

場所：東洋レコーディング(株) 3F会議室

④第159回 特別有料セミナー 進捗状況

またはZoomオンライン会議
議題：No.158有料セミナー開催時期について

立候補届報告

⑵各委員会報告
⑶2月度収支報告

来期活動方法について定例会、
勉強会

⑷その他

テーマの提案、
選出など

⑸協会運営

事務局報告

第202回常任幹事会

■技術研究委員会（新井委員長）

日時：令和２年4月21日
（火）
16：30～17：30

◇活動報告

場所：一番町集会室

洋室A

５．
その他 （事務局・寺林運営委員長）

定例会
※ コロナウイルスの影響により延期
日時： 2020年3月9日

内容

株式会社アルファ・デポ

⑤JAVCOM運営会議便り
⑥新年賀詞交歓会
⑵ＨＰ関係 ホームページリニューアルの件
日本電子専門学校Webデザイン

科 須永様より各委員会のブログのURLの
連絡あり
JAVCOM 新ホームページ用ロリ

ポップサーバー https://user.lolipop.jp/
3月18日

⑴調整中の勉強会：

⑴人こよみ・語りべ、
第238 回技術研究委員会

⑴ JAVCOM NEWS関係

3月 9日

※新型コロナウイルスの影響により延期を決定

次回

３．
各委員会報告

2月28日

◇活動予定

⑶第85 回ニュービジネス委員会定例会

⑴第158 回有料セミナー結果報告
日

講座内のライブ）

②セミナー案内( ＤＭ) の作成

来期体制および活動方法についての議論

２．
協会催事進捗報告
（各担当責任者）

⑵第16 回通常総会

内容：仮面女子公演視察
（東放学園短期集中

①講演者との打ち合わせ、
内容の決定

⑵第84 回ニュービジネス委員会定例会

憲一

(紹介：三友㈱
退会申込

場所：東放学園STUDIODEE

⑴No.158 有料セミナーに向けた活動

開催日程は6 月以降の見込

正会員(団体)

日時：3月18日
（水）
18：30～

◇活動報告

委員会のブログのバックアップ

が完了し、
新ホームページに移行完了
◇今後の方針
⑴ JAVCOM NEWS に「会員社紹介」
を五十
音順の社名で毎号 2 社ずつ掲載していく
事となっているが、
本号では 1 社のみの掲
載となっているため、
今後はさらに掲載の
ためのPR に務める。
⑵ 本年の新型コロナウィルス禍により、
世界

18:00-19:00

メールにて送信
4/ 1
（水）「法人代表者確認書」

場所： 株式会社フォトロン

4/ 3
（金） 役員選挙信任投票締切
年会費請求書発送

終了後、
近隣で懇親会予定
◇活動予定

4/ 7
（火） 第3回選挙管理委員会開催

コロナウイルスの影響により、
当面未定

4/21
（火） 総会資料原稿提出締切
寺林運営委員長

■ソフト制作研究委員会（吉田委員長）

⑴運営会議提起事項

◇活動報告
次回常任幹事会

⑴ 2/28（金）
「2020年5月勉強会」打合せ
（吉田、
村松）
訪問先 ： ㈱ラテグラ

渡辺氏、
松崎

https://ls-lg.com/

４月21日
（火）
16：30〜 一番町集会室 洋室Ａ
５月20日
（水）
16：30〜 麹町区民館 洋室C予定
次回運営会議

テーマ：バーチャルとリアルを融合させたラ

４月21日
（火）
18：00〜 一番町集会室 洋室Ａ

イブエンターテインメント制作について。

５月26日
（火）
18：00〜 麹町区民館 洋室C予定

日程等：未定（COVID-19 拡散状況による） 第18回理事会
※歌舞伎俳優・中村獅童とバーチャルアイド

５月20日
（水）
18：00〜 麹町区民館 洋室C予定

ル・ 初音ミクが共演する『超歌舞伎』
や、
“歌
うま”
VTuber が一堂に会して大きな盛り上
がりを見せた『バーチャルのど自慢』
（NHK
総合、
2019 年1 月 2 日）のテクニカルを担

■■■第274回運営会議■■■
日

時：令和２年４月 21日
（火）

＊コロナウィルス感染予防のため開催中止

当した㈱ラテグラ・ 渡辺様からコンテンツ

議

制作の裏側を伺う。
⑵勉強会開催
※COVID-19対策のため、
延期
場所：スタジオ・エコー
内容：スクウェア・エニックス新規事業展開

題

１．
会員動向
（梶事務局長）
入会申込

特別会員(個人)

大竹

退会申込

正会員(団体)

㈱イメージスタ

ジオ･イチマルキュウ
正会員(団体)

「ゲームの様な世界を現実に・ライブインタ
⑶勉強会開催

掲載予定）

※COVID-19対策のため、
延期

根岸

豊

㈱モルフォ
柏木 みゆき

ラクティブワークス」

ては、
誌上展示会という名目にて次号より

和夫

正会員
（団体・㈱テレテック）
から

日時：3月11日
（水）
18：00～

当会会員社でも様々な形で弊害に見舞わ
法で打開していくか。
（→月刊FDI 誌におい

3/25
（水）
「役員選挙信任投票用紙」
発送

語りべ： 尾崎 憲一氏(フォトロン)

的に催しが中止または延期となっており、
れている。
そのため、
今後はどのような方

事務局

OB会員(個人) 和田
社名変更

実

正会員(団体) 共信コミュニケー

JAVCOM 2020 13

JAVCOM 運営会議便り
ションズ㈱→4/1より㈱レスター

②選挙管理委員会報告：役員信任投票結果報
告・承認

コミュニケーションズに変更
２．
協会催事進捗報告
（各担当責任者）

討予定であるが、
1年先延ばしを検討中

『会員紹介』
に代わり、
『 我が社のコロナ対策

⑵各委員会報告

（仮題）
』
を予定している。
⑷コロナウィルス禍の現況におけるお願い
各委員会等が行っている、
オンライン会議の際

⑸協会運営

■広報出版委員会
（塩原委員長）

次回

◇活動報告
⑴広報出版委員会運営ミーティング
日時：2020年 4月13日(火) 17:00〜

の映像・音声・資料などの記録を可能な範囲で

第203回 常任幹事会

日時：令和2年5月12日
（火）
14：00～15：00

■ニュービジネス研究委員会（関野委員長）
◇活動報告

５．
その他 （事務局・寺林運営委員長）

出席者：田村、
寺林、
金指、
高瀬、
松尾、
梶、
塩原

事務局

■ニュービジネス研究委員会（関野委員長）
◇活動報告

4/22(水) 新役員選挙結果報告
（メールにて）
4/24(金) 総会名簿確認締切
事務局休暇

議題：No.158有料セミナーの開催時期について
今期活動計画および勉強会(プチ勉強
会含む)の担当について等

新型コロナウイルス感染の状況が好転しな
いため、
開催日程は見込含め未定。

今期活動計画および勉強会(プチ勉強

新型コロナウイルス感染の状況が好転しな

次回常任幹事会
5月12日
（火）
14：00～ Zoomオンライン会議
5月20日
（水）
16：30～ Zoomオンライン会議予定

5月26日
（火）
18：00～ 中止又はZoomオンライ
ン会議予定
6月23日
（火）
18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ予定
5月20日
（水）
18：00～ Zoomオンライン会議予定

◇活動報告
コロナウイルス感染予防対策に伴う活動自
粛により、
特に報告無し。
コロナウイルス感染予防対策に伴う活動自

時：令和２年５月 26日
（火）

＊コロナウィルス感染予防のため開催中止
議

粛により、
当面未定。

題

１．
会員動向
（梶事務局長）

■ソフト制作研究委員会（吉田委員長）

副担当変更

◇活動報告

㈱計測技術研究所
竹村広一郎⇒大越政信

⑴COVID-19感染拡大の影響で活動なし。
⑵次期委員長について協議中。
◇活動予定
⑴緊急事態宣言解除後に実施予定の勉強会
①スクウェア・エニックス新規事業展開
「ゲー
ムの様な世界を現実に・ライブインタラクテ
ィブワークス」
②ラテグラ
「バーチャルとリアルを融合させたラ
イブエンターテインメント制作について」
③東放学園
「映像舞台空間演出分野の導入検討プ
ロジェクト主催
“仮面女子ライブ”
視察」

３．
各委員会報告
■広報出版委員会
（塩原委員長）
◇活動報告
⑴広報出版委員会委員長について
麻布プラザ株式会社 田村進氏が来期より広

③VOOK
（ビデオグラファー）

禍による「事務局運営時間の変更のお知らせ」
、

④C＆R
（Youtuber）

JAVCOM No.158 セミナー「E スポーツ」延
期、第70 回JAVCOM クラシックはコロナウ
ィルスにより開催延期等の情報を掲載済み。
⑶ JAVCOM NEWSについて
本 来 は 5 月15 日 発 行 予 定 で し たJAVCOM

⑴協会催事
常任

①スクウェア・エニックス新規事業展開
「ゲーム
の様な世界を現実に・ライブインタラクティブ
ワークス」
②ラテグラ
「バーチャルとリアルを融合させたラ
イブエンターテインメント制作について」
③東放学園
「映像舞台空間演出分野の導入検討プ
ロジェクト主催
“仮面女子ライブ”
視察」
⑵調整中の勉強会

③VOOK
（ビデオグラファー）

新の依頼を行っている。また、コロナウィルス

議 題：

◇活動予定

（寺林副理事長） ④C＆R
（Youtuber）
⑵第159回特別セミナー 進捗状況

5 月より東栄広告の梅田氏にホームページ更

（コロナウィルス感染予防の為）

■ソフト制作研究委員会（吉田委員長）

②スタジオ・エコー
“アフレコ現場”
見学

②スタジオ・エコー
“アフレコ現場”
見学

場 所：Zoomオンライン会議

議題：今後の勉強会、
活動について

⑴第16回通常総会 進捗状況（梶事務局長）

①障がい者雇用セミナー

14：00～15：00

6月下旬にZoomにて定例会開催予定

①障がい者雇用セミナー

⑵ホームページについて

４．
第202回常任幹事会報告
（森澤常任幹事長）

◇活動予定

２．
協会催事進捗報告
（各担当責任者）

報出版委員会委員長となる

⑵調整中の勉強会

■技術研究委員会 （新井委員長）

⑴緊急事態宣言解除後に実施予定の勉強会
■■■第275回運営会議■■■
日

◇活動予定

いため、
開催日程は見込含め未定。

COVID-19感染拡大の影響で活動休止中

第18回理事会

■技術研究委員会 （新井委員長）

JAVCOM 2020

いて

◇活動予定

次回運営会議

⑴No.158有料セミナーに向けた活動

14

議題：No.158有料セミナーの開催時期につ

会含む)の担当について等

6月23日
（水）
16：30～ 麹町区民館 洋室Ｃ予定

◇活動予定

幹事会報告を確認・承認

場所：オンライン会議室
（Zoom）
にて

⑴No.158有料セミナーに向けた活動

場所：オンライン会議室
（Zoom）
にて

進捗状況：総会資料確認

日時：2020年4月15日(水) 19:00〜

4/29(水), 5/2(土)～6(水)

⑴運営会議提起事項

日時：2020年4月15日(水) 19:00〜

①通常総会

⑴第86回ニュービジネス委員会定例会

寺林運営委員長

⑴第86回ニュービジネス委員会定例会

日 時：令和２年4月21日

構いませんのでご提出をお願い致します。

場所：Zoomオンライン会議

場所：Zoomオンライン会議
議題：今後の広報出版委員会の運営方針

のオンライン会議及び6 月12日に行われる通
常総会関連記事、及び本来掲載予定でした

⑶第159回特別セミナー 進捗状況（寺林副理事長） ⑶３月度収支報告
⑷その他 事務局報告
３．
各委員会報告

その掲載内容は5 月20 日に行われたZoom で

③第159回 特別有料セミナー：GW明けに検

⑴第16回通常総会 進捗状況（梶事務局長）
⑵選挙管理委員会 選挙結果報告（森澤常任幹事長）

4/22
（水）
会員へ展開

NEWS は、
コロナウィルス禍により、
各委員会

4．
第203回常任幹事会報告
（森澤常任幹事長）
日時：2020年5月12日14：00～15：00
場所：Zoomオンライン会議
（コロナウィルス
感染予防の為）
議題
⑴協会催事
① 通常総会

進捗状況：総会資料確認

開催日程を6/5(金)から6/12(金)に変更
WEB会議形式にて開催
② 第159回

特別有料セミナー：開催延期

(来年の同時期開催予定)
⑵ 各委員会報告
⑶ ４月度収支報告
⑷ その他

事務局報告

⑸ 協会運営
次回

第204回常任幹事会

が行っている事業が中止若しくは延期となり、

日時：2020年6月23日
（火）
16：30～17：30

掲載すべき内容がありませんでしたので発行

場所：麹町区民館

を見合わせる事とした。また、次号JAVCOM

ンライン会議予定

NEWS の発行は6 月発行を予定致しており、

洋室ＣもしくはZoomオ

JAVCOM 運営会議便り
５．
その他 （事務局・寺林運営委員長）
事務局

ン会議) 及び 6 月 12 日に行われた通常総会

COVID-19感染拡大の影響で活動休止中

関連記事、
及び本来掲載予定の『会員紹介』
に

⑴緊急事態宣言解除後に実施予定の勉強会

6/08(月)

総会委任状提出締切

「ゲーム
代わり、
『我が社のコロナ対策
（仮題）
』
を予定。 ①スクウェア・エニックス新規事業展開

6/12(金)

第16回通常総会

6/10 時点で各委員にメールにて記事の投稿

6/15(月)

会員名簿発送

をお願いした。

ワークス」

⑷コロナウィルス禍の現況におけるお願い
次回常任幹事会
6月23日
（火）
14：00～

Zoomオンライン会
麹町区民館

洋室

③東放学園
「映像舞台空間演出分野の導入検討プ

※現在ホームページとメールアドレス独自ド
ドメイン管理団体が不明のため特定中です。
■ニュービジネス研究委員会（関野委員長）

7月28日
（火）
18：00～

麹町区民館

洋室

Ｃ予定Zoomオンライン会議予定
■■■第276回運営会議■■■
日時：2020年6月23日(火)15：30～16：30
＊Zoomオンライン会議
（コロナウイルス感染予防の為）

題

１．
会員動向
（梶事務局長）
正担当変更
大竹和夫⇒大石忠道

㈱計測技術研究所 竹村広一郎⇒大越政信
㈱デジタルエッグ社長就任

栗原繁生

２．
協会催事進捗報告
（各担当責任者）
⑴第16回通常総会 報告
（梶事務局長）
日時：2020年6月12日(金)16：00～
会場：JAVCOM事務局会議室(Zoomオンラ
イン会議）
出席者：31名
（議決権出席者27名委任状出席
者32名計59名総議決権80名73.7%）
（寺林副理事長）
⑵第159回特別セミナー 進捗状況
コロナウイルス感染予防のため、
2020年7月
9日開催予定から、
2021年7月8日に延期開
催予定。
３．
各委員会報告

日時：2020年5月21日(木) 18:00〜

日時：2020年6月23日 14：00～15：00

場所：オンライン会議室
（Zoom）
にて

場所：Zoomオンライン会議
（コロナウィルス

議題：No.158有料セミナーの開催時期につ

感染予防の為）

いて

議題

→日程は未定であるがネット配信も検

⑴協会催事
第16回通常総会、
役員改選報告

プチ勉強会のテーマについて

⑵各委員会報告

→各社より上がった案に対する議論

⑶5月度収支報告

◇活動予定

⑷その他事務局報告

⑴第87回ニュービジネス委員会定例会

⑸協会運営

日時：2020年6月26日(金) 18:00〜
議題：プチ勉強会：クラウドリモートエディ

次回

第205回常任幹事会

日時：2020年7月28日
（火）
16：30～17：30
場所：麹町区民館もしくはZoomオンライン

ティングの紹介と可能性
（担当／ドラゴンタッチシステム）

会議予定

第158回有料セミナーの開催方法と時
５．
その他 （事務局・寺林運営委員長）

期について
次回プチ勉強会及び勉強会についてなど

事務局
6/30(火) 会員名簿発送

■技術研究委員会 （新井委員長）

7/1(水) 関連団体へ新役員就任のお知らせ展開

◇活動報告

7/3(金) 年会費前期未納者請求書再送予定

⑴第238回技術研究委員会定例会
日時：2020年6月18日(木) 16:30～17:30

次回常任幹事会

場所：Zoomオンライン会議室

7月28日
（火）
16：30～

議題：今後のセミナースケジュール、
人こよ

又はZoomオンライン会議予定
8月25日
（火）
16：30～

みについて

麹町区民館 洋室Ｃ
麹町区民館 洋室Ｃ

又はZoomオンライン会議予定

参加：18名

■広報出版委員会
（塩原委員長）

◇活動予定

◇活動報告

⑴７月中旬～下旬にZoomについてWebセミ

⑴広報出版委員会委員長について

④C＆R
（Youtuber）
4．
第204回常任幹事会報告
（尾崎常任幹事長）

⑴第87回ニュービジネス委員会定例会

場所：オンライン会議室
（Zoom）
※予定

副担当変更

②スタジオ・エコー
“アフレコ現場”
見学

◇活動報告

討する

出席者：22名
議

ロジェクト主催
“仮面女子ライブ”
視察」
⑵調整中の勉強会

③VOOK
（ビデオグラファー）

Zoomオンライン会

議予定

㈱テレテック

イブエンターテインメント制作について」

の映像・音声・資料などの記録を可能な範囲で

メインのjavcom.or.jp が凍結中の件ですが、 ①障がい者雇用セミナー

Ｃ又はZoomオンライン会議予定
次回運営会議
6月23日
（火）
15：30～

②ラテグラ
「バーチャルとリアルを融合させたラ

各委員会等が行っている、
オンライン会議の際
構いませんのでご提出をお願い致します。

議予定
7月28日
（火）
16：30～

の様な世界を現実に・ライブインタラクティブ

次回運営会議
7月28日
（火）
18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ
予定 Zoomオンライン会議予定

ナー開催

麻布プラザ株式会社 田村進氏が来期より広

■ソフト制作研究委員会（吉田委員長）

8月25日
（火）
18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ

報出版委員会委員長となる

◇活動予定

予定 Zoomオンライン会議予定

⑵ホームページについて
5月より東栄広告の梅田氏にホームペー ジ 更 新
管理を依頼しているが、
コロナウィルス対応に

コアマイクロシステムズ㈱ 本社移転及び戸田事業所開設

よる事務局運営時間の「JAVCOM よりお知ら

下記のとおり本社事務所の移転と戸田事業所を開設する運びとなりました

せ」など、広報でトップページの見出しを現状
復帰（セミナー情報）
可能な変更を行った。
JAVCOM No.158 セミナー
「E スポーツ」
延期、
第70 回JAVCOM クラシックはコロナウィル
スにより開催延期等の情報は引き続き掲載。
⑶JAVCOM NEWSについて
５月 15 日発行予定のJAVCOM NEWS は、
緊急事態宣言などで委員会活動など十分な
記事原稿が得られず、
発行を見合わせる事と
した。
ま た、次 号JAVCOM NEWS の 発 行 は 7 月
発行を予定致しており、
その掲載内容は 5 月

--------------------------------------------------------------------------------------------------------本 社 (新本社営業開始日：令和2年6月1日月曜日)
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスⅡビル3 階
代表電話 03-6279-8501

Fax. 03-6279-8502

保守サポート専用電話 03-6279-8503
--------------------------------------------------------------------------------------------------------戸田事業所

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目7-16-1 リバーサイド共栄

代表電話 048-487-8025

Fax. 048-487-8026

20 日に行われた理事会(Zoom でのオンライ
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第16 回

第276 回

16

JAVCOM 2020

通常総会

運営会議

６月12日(金) 16時より
JAVCOM 事務局 会議室にてオンライン開催

６月23日(火) 15時30分より
JAVCOM 事務局 会議室にてオンライン開催

