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１．令和元年度 埼玉支部理事会

□開催日 令和元年５月１４日
□場 所 パレスホテル大宮
□出席者等 ４名（西部） １７名（全体）

★懇親会22名（各地区顧問等含む）

原会長（議長）進行により、平成３０年度事業報告・収支報告後、令和元年度事業計画に
ついて審議した。

□議事内容
(1)平成３０年度 事業報告
(2)平成３０年度 収支報告
(3)令和元年度 事業計画

埼玉支部は、平本会長体制で４年目を向かえ、本理事会では平成３０年度の実施事
業報告と各種課題を踏まえた新年度の事業計画について審議した。

１

２．令和元年度 埼玉西部地区協会 理事会

□開催日 令和元年６月１１日
□場 所 ライブステーション狭山
□出席者等 １0名

□議事内容
(1)平成３０年度 事業報告
(2)平成３０年度 収支報告
(3)令和元年度 事業計画

□平本支部長



３．令和元年度 埼玉西部地区定期総会

【定期総会】

２

ＪＡＺＺ演奏
金子健（ｂａｓｓ）・田村大和（ｐｉａｎｏ）・西村匠平（ｄｒｕｍｓ）

開催日 会 場 区 分
参加人
数

特別企画内容

６月１１日
ライブステーション

狭山

定期総会
２５会員
（３２名）

定期総会後、特別企画として食事
と一緒に楽しむジャズライブを開催。

事前に曲のリクエストをいただいた
り、参加された皆様のおかげで楽し
い懇親会になりました。

懇親会
ＪＡＺＺライブ

３８

□会長あいさつ
原会長

□議長
原会長

□閉会のことば
清水副会長

【特別企画】

□ＮＴＴあいさつ
堀木顧問



４．ＩＣＴ活用推進事業

□開催日 令和2年2月26日
□会 場 パレスホテル大宮
□参加申込数 3事業所4名（西部）

４３事業所５６名（全体）
□講師 上中 修司 氏
□演題 「5Ｇ時代のビジネス協創に向けた

取組み」

３

②ＩＣＴ活用セミナー（経営トップセミナーと同時開催）

①アプリケーション活用セミナー

【エクセル活用（基礎）2回、（関数）3回】
□開催日 （基礎） 平成31年4月23日

令和元年10月24日
（関数） 令和元年6月25日

令和２年2月4日・5日
□会場 ｗｉｔｈ ｙｏｕさいたま
□参加数 15事業所20名（西部）

６４事業所８３名（全体）
□講師 Ｅ－スタヂオ

中邨 登美枝 氏

【パワーポイント活用1回】
□開催日 令和元年8月29日
□会場 ｗｉｔｈ ｙｏｕさいたま
□参加数 6事業所7名（西部）

15事業所19名（全体）
□講師 Ｅ－スタヂオ

中邨 登美枝 氏

国内で商用サービスが始まる５Ｇ。
５Ｇのサービスの利用と事例を紹介。

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会では、新型コロナウ
ィルス感染が拡大している状況を受け、参加者及び関係者の
健康・安全面を第一に考慮し、２月２６日（水）「パレスホテル大
宮」で開催予定の『経営トップセミナー等』を中止することにしま
した。

参加申込いただいた皆様にはご理解、ご了承いただきますよ
うお願い申し上げます。

なお、今後の事業につきましては状況を見極めながら開催を
予定してまいりますので、引き続きお引き立て賜りますようお願
い申し上げます。

【中止】



５．テレコミュニケーション教育事業

◆フレッシュマン（新人）ビジネスマナー研修

新入社員を対象に、社会人・企業人としての第一
歩に必要な「心構え」「接遇」「電話応対」のビジネス
マナーの基本を学習しました。

□開催月 平成31年4月10日・12日
16日・18日

□開催回数 ４回
□開催場所 川越市、さいたま市

熊谷市、越谷市
□参加数 11事業所27名（西部）

35事業所 70名（全体）
□講 師
小野由美子氏
岩下美和子氏
臼井奈美氏
松本智子氏

４

①ビジネスマナーセミナー

◆ビジネスマナー・ステップアップ研修

（応用編）

□開催日 令和元年7月23日・24日・25日
令和2年3月5日(中止)

□開催回数 3回
□開催場所 川越市、さいたま市、越谷市
□参加数 10事業所18名（西部）

32事業所 49名（全体）
□講師 山本淳子氏、岩下美和子氏

ビジネスマナー応用編として「伝える技術」をテーマ
に、“自分の気持ちを上手に伝えるための「言葉遣い」
「プレゼン力・スピーチ力」などを学習しました。

大宮会場

越谷会場川越会場 大宮会場

熊谷会場川越会場

越谷会場

◆電話応対技能検定（もしもし検定）４級受験付きビジネスマナーセミナー

□開催日 令和元年8月7日
令和2年2月5日

□開催回数 ２回
□開催場所 大宮ソニック （さいたま市）
□参加数 2事業所2名（西部）

11事業所 13名（全体）
□講師 松本智子氏

埼玉支部独自のキャリアアップ研修として「ビジネスマナー
セミナー」に「電話応対技能検定（もしもし検定）4級」をセット
にした『もしもし検定4級付ビジネスマナーセミナー』を開催し
「もしもし検定4級受験」にチャレンジしていただきました。



５

埼玉支部（４級）
合格率 ５８％

参考 【電話応対技能検定・受験状況】

級 開催日 回数 会場
西部 全体

事業所 参加者 事業所 参加者

４級
5/8・8/7・10/10
11/5・11/6・2/5 ６回

・埼玉会館
・大宮ソニック 他 ３ ５ ５４ 107

３級 7/3・11/6・3/4 ３回 ユーザ協会本部 １ ２ ４ ６

２級 8/7・2/5 ２回 ユーザ協会本部 ２ ２ ６ ６

１級 4/3・10/2 ２回 ユーザ協会本部 １ 1 ３ ７

≪電話応対技能検定（もしもし検定）≫
「お客様に喜ばれるビジネス電話応対」の実現、電話応対のエキスパートとして
即戦力になり得る社内の指導者の育成を目的とした検定制度です。
４級→筆記試験のみ
３級～１級・指導者級→研修受講→筆記・実技試験
段階を踏んで学習することにより、必要な知識を習得しながらステップアップしていくことができ、個人のス
キル向上と同時に、社内指導者を育成することで会社全体のレベル向上につながります。
なお、３級検定以上は効率的に行うため、ユーザ協会関東事業推進部開催です。

②ビジネス電話応対

ビジネスにおける電話応対の重要性から、電話を受
ける、かける、取り次ぐといった基礎を学ぶ研修です。

さらに電話だからこそ注意すべき「言葉遣い・敬語」や
「発声・発音」に対して、模擬電話機によるロールプレイ
ングにより実践的な内容となっています。

□開催日 令和元年6月4日・ 11月13日
□開催回数 2回
□開催場所 大宮ソニック(さいたま市）
□参加数 8事業所11名（西部）

33事業所 43名（全体）
□講師 松尾友子 氏

◆ビジネス電話応対（基礎）

◆クレーム電話応対研修

「クレームは怖い」でも、お客様の立場・心理・ニーズ
を理解できたら、企業にとって大きな情報源になります。

クレーム応対の５つのポイントとクレーム事例による
ロールプレイングでクレーム電話が怖くなくなる研修で
す。

□開催月 令和元年8月2日
令和2年1月29日

□開催回数 ２回
□開催場所 大宮ソニック （さいたま市）
□参加数 7事業所13名（西部）

28事業所 46名（全体）
□講師 佐藤万里氏



６

③コミュニケーションセミナー

□開催月 令和元年10月23日
□開催場所 大宮ソニック （さいたま市）
□参加数 2事業所2名（西部）

34事業所 56名（全体）
□講師 アンディ中村氏

『嫌いな人がいなくなる！「おもしろ職場ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ術」』

もう嫌だ！“あの人”とは顔を合わせたくない！明日“あの
人”に話をすることを考えただけでイライラしてしまう！も
うそんな事を我慢しないでください。ちょっとした「しぐさ・
話し方」を工夫すれば人間関係は変えられます。サラリー
マン生活の中から導き出された実践的ノウハウを学習し
ました。

◆コミュニケーションパワーアップセミナー

◆アンガーマネジメント研修 □開催日 令和2年1月22日・23日・24日
□開催回数 3回
□開催場所 ウエスタ川越（川越市）

大宮ソニック （さいたま市）
越谷サンシティホール（越谷市）

□参加数 10事業所13名（西部）
30事業所 38名（全体）

□講師 小野由美子氏、岩下美和子氏

怒りは特別な感情ではなく誰にでもあるもの。

「怒り・イライラ」のメカニズムを知り、上手に付き合う方
法から、周囲と良い関係を作るヒントも学べる研修です。

大宮会場川越会場 越谷会場

◆プレゼン基礎研修

□開催日 令和元年11月27日
□開催回数 1回
□開催場所 大宮ソニック （さいたま市）
□参加数 ５事業所６名（西部）

１６事業所 ２１名（全体）
□講師 山本 淳子氏

人前で話すのが苦手な方へ、

資料準備から、話し方、立ち居振る舞いのコツまでを網
羅し、社内の報連相にも役立つプレゼンの基礎研修で
す。



６．電 話 応 対 コ ン クー ル

【事前説明会】
□開催日 令和元年6月10日・12日
□会 場 大宮ソニック（さいたま市）
□開催回数 初心者コース 2回

経験者コース 1回
□参加数 12事業所33名（西部）

77事業所 179名（全体）
□講 師 初心者向け 山本 淳子氏

経験者向け 石亀 美夜子氏

【事前説明会】

７

□開催日 令和元年7月2日～5日、9日、11日～12日、16日～17日
□開催場所 川越市・さいたま市・熊谷市・越谷市
□開催回数 ９日間１９回開催
□参加数 14事業所31名（西部）、73事業所 150名（全体）

【事前研修会】

□開催日 令和元年9月3日～5日（３日間）
□開催場所 埼玉会館
□出場者数 19事業所26名（西部）

91事業所120名（全体）
□見学者 延べ 500名
★県大会へ ５０名

②埼玉県予選会

①事前説明会・事前研修会

＜初心者向け＞

＜経験者向け＞

熊谷会場さいたま会場 越谷会場川越会場



□開催日 令和元年10月4日
□開催場所 埼玉会館
□出場者数 6事業所9名（西部）

33事業所50名（全体）
□見学・応援等 256名
★入賞者数 1名（西部） １０名（全体）

＜懇親会場＞

＜出場者の競技模様＞

＜埼玉県大会優勝者＞
佐川急便㈱練馬営業所
岸 裕美 様 （南東部地区）

③埼玉県大会～表彰式～懇親会

【参考】2019年度優勝者 大同生命株式会社（熊本） 宮本真紀様

④全国大会in東京

＜入賞者 大会役員 審査委員＞

□開催日 令和元年1１月２２日
□開催場所 中野サンプラザ
□全国代表出場者数 ５７名

＜開会式：渋谷副支部長＞」 ＜表彰式：平本支部長＞

＜埼玉県代表：岸 博美様 競技模様＞

＜懇親会：榊原顧問＞

８


