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◆◆◆◆ ITCA メールマガジン「創新」  第 220 号  2011.5.27◆◆◆◆  

 

メルマガ「創新」は、 IT コーディネータ協会会員、 IT コーディネータ  

資格認定者並びに IT コーディネータ制度に関心を持って頂いている皆  

様に毎月第 2/第 4 金曜日にお送りしています。  

 

※このメールマガジンは、当協会メンバーと名刺交換させていただい  

た方にもお送りしております。送信ご不要の方は、誠にお手数をおか  

けしますが、メール末尾の URL にて、ご連絡ください。  

━ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

1．ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

・か・き・く・け・こ  ＆  きょうよう・きょういく  

-----------------------------------------------------------------  

2． IT コーディネータ協会インフォメーション  

・協会からのお知らせ（協会ホームページに新規掲載情報）  

・ 2011 年度資格更新、締切迫る！  

・ IT コーディネータ試験・ 7 月試験ただいま募集中  

・ IT コーディネータ資格認定用ケース研修受講申し込み受付け中！  

・ IT コーディネータ資格取得説明会（無料）のお知らせ  

・ ITC 関連プレスリリース情報  

------------------------------------------------------------------  

3.ITC-Biz サイト新着情報  

------------------------------------------------------------------  

4． IT コーディネータ協会主催・認定セミナー  

・ IT コーディネータ協会「主催セミナー」のご案内  

・「 IT コーディネータ専門知識研修コース」のご案内  

------------------------------------------------------------------  

5．ビジネスイノベーションケース（業務改革事例）  

・売上アップに欠かせない現状分析 /会社を伸ばす道筋が見えた！  

 ～有限会社  杉尾自販～  

------------------------------------------------------------------  

6． IT コーディネータ協会支援機関、関連機関等インフォメーション  

・「社団法人  日本情報システム・ユーザー協会（ JUAS） / 

 今あらためて探るクラウド活用」のお知らせ  

------------------------------------------------------------------  

7． IT コーディネータ協会後援セミナー「届出組織」  

------------------------------------------------------------------  

8． IT コーディネータ協会後援セミナー「届出組織以外」  

------------------------------------------------------------------  

9．事務局のひとりごと  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
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1．ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

「ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）」とは毎回連載  

として、 IT コーディネータ協会幹部及び各委員会関係の方々より、その時  

々の IT コーディネータ協会の活動や IT コーディネータを取り巻く環境、  

IT 経営の動きなどについて、自身の立場からの自由なメッセージです。  

------------------------------------------------------------------  

◆か・き・く・け・こ＆きょうよう・きょういく  

有限会社オフィス FQC 代表取締役  上田治城（ IT コーディネータ）  

 

 先日、若い時の職場の旧友と一献を傾けた。二人とも現在は定年退職後の  

生活に入っている。お酒も進んだ頃に彼がいうには、最近では同級生との会  

合が多くその中で「か・き・く・け・こ・きょうよう・きょういく」につい  

て聞いたという。はて「かきくけこ」と「きょういく」「きょうよう」とは  

何だろう、と思った。かきくけこ、については何かの言葉の頭文字らしいし、  

きょうようは教養、きょういくは教育だろうと思った。老後の年代でも教養  

や教育は必要と思うからである。  

友人はこう説明してくれた。「“か”は感謝、“き”は興味だ。“く”は工  

夫で“け”は健康、最後の“こ”は恋だ」という。「きょうようは今日用で  

あり、きょういくは今日行く」という。“きょうよう”は教養ではなく今日  

は用事がある、“きょういく”とは教育ではなく今日行く所がある、という  

意味だ。  

 か行についてはよく整理されていると思う。特に最後の恋は素晴らしい  

オチでもある。恋がないと人は枯れて行くしかないのだろう、と思う。私も  

立ち枯れ状態だけにはなりたくない。道ならぬ恋は問題だろうが、人として  

生きるためにはいつまでも“恋をすることは大事”と思っている。（ところ  

で、相手は誰だろう・・）  

 現役時代には今日行く場所として職場がある。今日の用として仕事があっ  

た。定年退職は一挙にこのふたつを奪う。定年は社会へ“孤舟”状態の人を  

たくさん輩出する。 ITC として活動した 10 年が経過した。合言葉は「 70 歳代  

に向けて仕事をスローダウンしよう」だ。これからは“か・き・く・け・こ  

＆きょうよう・きょういく”が大事だ、と思っている。  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2． IT コーディネータ協会インフォメーション  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

協会として重要な試験案内、ケース研修、協会主催イベント、 ITC トレン  

ドセミナー、協会発行刊行物等の情報を紹介するインフォメーション、協  

会全体の運営に関する情報、広報を中心とした組織活動の成果をお知らせ  

するトピックスなどを掲載いたします。  

------------------------------------------------------------------  

◆協会からのお知らせ（協会ホームページに新規掲載情報）  
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・  今年の「 ITC Conference」は 8 月 26 日（金）～ 27 日（土）東京プリンス  

ホテルで開催します。 Web での情報公開は 6 月中旬ごろを予定しています。  

 

・ ITC プロセスガイドライン改定版の意見募集中（ 5/19～ 5/31）  

協会では、「 IT コーディネータプロセスガイドライン」（ PGL）の改定作業  

を昨年度より行ってきましたが、このたび改定案ができましたので、 5/19 

よりホームページに公開し、現在 ITC・協会会員の方々からの、ご意見を募  

集中です。下記 URL「 3．意見書の提出」より皆様からの積極的なご意見を  

お待ちしております。  

http://www.itc.or.jp/news/110519_pgl_public_comment.html  

 

・「 IT 経営体感ケース研修」の情報広場  

http://www.itc.or.jp/news/20110520.html  

 

 

◆ 2011 年度資格更新のご案内（締切迫る）   

2011 年度資格更新申請は 2011 年 4 月 6 日から受付を開始しております  

が、期日まであとわずかとなっております。  

 つきましては手続き未了の方々に資格更新申請へのご理解ご協力を頂き  

たく、お知らせ致します。  

（ 1）内容     2011 年度 IT コーディネータ資格更新  

（ 2）申請期間   2011 年 4 月 6 日 (水 )15:00～ 5 月 31 日 (火 )10:00 まで  (厳

守 ) 

（ 3）対象者    （ a） 2009 年度新規認定者  

        （ b） 2010 年度資格更新者  

        （ c） 2010 年度復帰認定者  

（ 4）申請方法   IT コーディネータの方への「資格更新のページ」から  

        ログインして、知識ポイントの入力、  実務活動報告書  

                の入力、更新申請をお願い致します。  

  https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/point/p_top.xsl  

（ 5）更新審査   6 月以降順次に更新結果通知を郵送致します。  

※資格者個人情報のご変更がある方は、修正もお願い致します。  

「資格更新」に関する全般や知識ポイントの「実績状況」、「実務活動報  

告書」などの申請内容等の詳細はホームページをご覧下さい。  

http://www.itc.or.jp/foritc/update/guidance/shikaku_koshin.html  

--お問い合せ先 -- 

  IT コーディネータ協会  資格更新担当：鈴木一夫、山倉  

  電話番号： 03-5733-8380 

 

 

◆ IT コーディネータ試験・ 7 月試験ただいま募集中  

試験種別：（ 1） IT コーディネータ試験、（ 2）専門スキル特別認定試験  
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試験日程：（ 1）、（ 2）とも、知識試験を含め、以下の日程で実施します。  

【試験実施期間（ CBT）】 2011 年 7 月 1 日（金）～ 7 月 31 日（日）  

【募集期間＆予約期間】 2011 年 5 月 16 日（月）～ 7 月 15 日（金）  

詳細は、協会ホームページもしくはプロメトリック社 H.P.をご参照くだ  

さい。  

IT コーディネータ協会  http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html 

プロメトリック社  http://pf.prometric-jp.com/testlist/itc/index.html  

 

 

◆ IT コーディネータ資格認定用ケース研修受講申し込み受付け中！  

2011 年度第 2 期の IT コーディネータ資格認定用ケース研修の受付け中です。 

募集期間： 2011 年 5 月 16 日～ 7 月 22 日  

開催場所：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、金沢、広島、松江、  

     松山、福岡  

開催期間： 2011 年 8 月 20 日～ 2011 年 11 月 6 日（東京週末コース予定）  

詳細案内と申し込みは下記を参照ください。  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/guidance/index.html  

 

 

◆ IT コーディネータ資格取得説明会（無料）のお知らせ  

ケース研修の内容をインストラクターが説明します。また、活躍中の IT 

コーディネータが実践活動を紹介します。  

開催日時、場所は以下の URL を参照してください。開催を決定した地域を  

順次ご紹介します。  

http://www.itc.or.jp/news/news20110428.html  

 

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・週刊 BCN（ 5 月 2 日 /16 日） IT 経営の真髄 /ヴィジョンリンクス  

    中：汎用性のあるシステムを目指す  

    下：顧客の気持ちをシステムで測定する（ ITC 渡邊豪氏）  

・石垣（ 5 月号）公共事業が減少する中 IT 活用で売り上げ倍増！：有限会  

 社古山鉄筋工業所（ ITC 山口康雄氏）  

・ニュートップ L（ 5 月号） IT で経営が変わった！（ ITC 廣木秀之氏）  

・週刊 BCN（ 5 月 23 日） IT 経営の真髄 /ユニオン精密  

    上：工場の業務フローを”見える”化（ ITC 河出孝司氏）  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

3． ITC-Biz サイト新着情報  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

協会では、 ITC のビジネスの活性化のためのサイト「 ITC-Biz」（アイティー  

シー・ビズ）を立ち上げています。  
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ITC と共に ITC を活かし、ビジネスを創造し交流する情報の広場、をコンセプ  

トに、ユーザーと IT ベンダと ITC の三者による Win・Win・Win を目指します。  

本コーナーでは、 ITC-Biz の新着情報をお伝えします。 URL： www.itc-biz.jp 

------------------------------------------------------------------  

◆ ITC が創るソリューション  

http://www.itc-biz.jp/itc_solution/ 

・「 RFP にもとづく提案書作成研修」（ 3 日版、 4 日版） (PDF) 

2006 年から北陸 3 県及び名古屋市で開催してきた豊富な実績のある IT ベンダ  

様向け研修です。受講生の評価が高く・・・  

提供元： NPO 法人福井県情報化支援協会  

 

◆ IT ベンダが創るソリューション  

http://www.itc-biz.jp/vender_solution/ 

・美容サロン向け  基幹業務システム  A'staff2(エースタッフ 2）  

美容サロン（美容室 /エステ）向け専用基幹業務パッケージ。 3 つの視点で  

開発・パッケージ化し、ソリューションとして提供します。・・・  

提供元：株式会社アライド・システム  

 

・クラウド型  ホームページメンテナンスツール『 WebPilot』  

コストを抑えてタイムリーに Web サイト（ホームページ）が更新でき、ホ  

ームページを最大限に経営に生かすことができます。・・・  

提供元：株式会社アイ･オー･データ機器  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

4 ． IT コーディネータ協会主催・認定セミナー  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

＊「 IT コーディネータ協会主催・認定セミナー」とは、資格者の継続学習  

の一環として、 IT 経営実現する人材の育成を目指して、研修・セミナーの  

紹介です。それぞれのセミナーのスケジュール、お申し込み方法等は詳細  

ページをご覧ください。また、追加変更も発生しますので、必ずホームペ  

ージでご確認いただくようお願いします。  

-----------------------------------------------------------------  

◆ 2011 年度 IT コーディネータ協会主催セミナーのご案内  

（ 6 月～ 7 月開催予定を掲載しております。）  

○資材・購買管理  ～業務の基本知識、コストダウン施策、企業価値向上  

のための変革視点～  

・広島： 2011 年 7 月 6 日（水）  

・東京： 2011 年 7 月 13 日（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?ID=125  

------------------------------------------------------------------  

○経営管理指標の知識  

・福岡： 2011 年 7 月 30 日（土）  



 6 / 11 

 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?ID=126  

------------------------------------------------------------------  

○中小企業の ICT 資産・コスト管理の知識  

・東京： 2011 年 6 月 26 日（日）  

・東京： 2011 年 7 月 23 日（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?I D=127 

------------------------------------------------------------------  

○生産管理～生産計画の流れと統制  

・大阪： 2011 年 6 月 15 日（水）  

・名古屋： 2011 年 6 月 29 日（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?ID=124  

------------------------------------------------------------ ------ 

○企業勝ち残りのためのキャッシュフロー計画能力研修  

・東京： 2011 年 6 月 12 日（日）  

・大阪： 2011 年 6 月 19 日（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?ID=128  

------------------------------------------------------------------  

○独立系 ITC のための「 ITC 営業力強化セミナー」（ 2010 年度～）  

・・・ IT コーディネータ・ビジネスモデル確立の第一歩・・・  

・札幌： 2011 年 7 月 2 日（土）  

・大阪： 2011 年 7 月 9 日（土）  

・東京： 2011 年 7 月 23 日（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?ID=129  

------------------------------------------------------------------  

 

◆ IT コーディネータ協会認定「 IT コーディネータ専門知識研修コース」の  

ご案内  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/sg_index.xsl  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

5．ビジネスイノベーションケース（業務改革事例）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

＊「ビジネスイノベーションケース」とは ITC が IT コーディネータ活動を  

通した活動の中で IT ユーザーへの優れた業務改革事例を紹介する記事で  

す。記事は COMPASS、商工会、 BCN 等の媒体、 ITC 協会ホームページ「業務  

改革事例」に掲載された内容を中心としています。  

------------------------------------------------------------------  

◆売上アップに欠かせない現状分析 /会社を伸ばす道筋が見えた！  

～有限会社  杉尾自販～  

 

「ほんの 1 年前のことなのですが、ずいぶん昔のような気がします」  

 杉尾自販の杉尾武志社長にとって、 2007 年は転機の年だった。会社をど  
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んな方向にどう伸ばしていけばよいか、道筋が明確になったのだ。  

 島根県との県境に近い鳥取県米で中古自動車販売を営む杉尾自販は、設  

立から 10 年。従業員 4 名で年間 130 台ほどの中古車を取り扱う。在庫を置か  

ず、ユーザーが求める車を探して売るスタイルが特徴だ。大手ディーラー  

との差別化を図り、丁寧なアフターサービスや顧客との長期的な関係作り  

でビジネスの基盤を築いてきた。  

 

・ホームページが欲しい  しかし課題は別のところに  

 2006 年 12 月、杉尾社長は融資の相談のため鳥取銀行の皆生通支店を訪れ  

る。「販促強化に向けてホームページを作りたい」と考えていたのだそう  

だ。当時、鳥取銀行は杉尾自販のメインバンクではなかったが、野間繁雄  

支店長は杉尾社長の話にじっくりと耳を傾けた。  

 「話していくうちに、本気で業績を伸ばしていこうという熱意を感じま  

した。決算書を見ると確かに問題点もありましたが、工夫次第で回復する  

だけの力がある」  

 融資するか否かの問題だけで終わらせず、同社の可能性を伸ばそうと考  

えたのだ。経営の根本を練り直し新たな方向付けを行うよう杉尾社長に勧  

めた。さらに、実行へのサポーターとして同行の OB であり地域で活躍する  

IT コーディネータ（ ITC）の上田治城氏を紹介。  

 そこで、・・・・・  

 

▼つづきはこちらから▼  

http://wwk.itc.or.jp/itkeiei/2010/12/post -49.html 

支援 IT コーディネータ：上田  治城氏  

 

＊本事例は、 IT コーディネータ協会 Web サイト「業務改革事例」に掲載さ  

れております。  

http://wwk.itc.or.jp/itkeiei/  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

6． IT コーディネータ協会支援機関、関連機関等インフォメーション  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

＊「支援機関、関連機関等インフォメーション」とは IT コーディネータ  

協会支援機関、関連機関等のセミナーや研修開催情報です。  

------------------------------------------------------------------  

◆ IT コーディネータ協会支援機関、関連機関等後援セミナーのご案内  

→詳しくは以下の URL をご覧ください。  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_gu ide_n/seminar_s01a.xsl?TopPa

ge=1 

 

 

◆「社団法人  日本情報システム・ユーザー協会（ JUAS） / 
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 今あらためて探るクラウド活用」のお知らせ  

JUAS では、「クラウド」をテーマにしたユーザーとベンダーのパネルディス  

カッションイベントを実施いたします。  

日程： 6 月 18 日（水）  

会場：社団法人日本情報システム・ユーザー協会  会議室  

詳細、お申込は下記ホームページをご覧ください。  

http://www.juas.or.jp/seminar -event/open_seminar/detail.asp?SEMICODE

=413183 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

7． IT コーディネータ協会後援セミナー「届出組織」  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

＊ IT コーディネータ協会届出組織活動では全国 IT コーディネータ協会後  

援の勉強会やセミナー開催情報をお伝えします。  

（ 6 月開催予定を掲載しております。）  

------------------------------------------------------------------  

◆特定非営利活動法人 ITC 中部  

●平成 23 年度 ITC 中部  総会・講演会   

・日程： 6 月 4 日（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T11

050400 

 

◆相模 IT コーディネータ協議会  

●相模 ITC セミナー  

・日程： 6 月 11 日（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T11

050270 

 

◆特定非営利活動法人 ITC あおもり  

● ITC あおもり知識研修セミナー  「自治体ビジネス  入門編の紹介」  

・日程： 6 月 12 日（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T11

050430 

 

◆ IT マネジメント・サポート協同組合  

● ITMS 研修セミナー「必見！攻めの IT 経営が利益を生む」  

・日程： 6 月 22 日（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T11

050410 

 

◆北海道 IT コーディネータ協議会  

●平成 23 年度  北海道 IT コーディネータ協議会  定時総会 /講演会 /懇親会  
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・日程： 6 月 29 日（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T11

050250 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

8． IT コーディネータ協会後援セミナー「届出組織以外」  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

＊ IT コーディネータ協会後援セミナーでは全国 IT コーディネータ協会後  

援の勉強会やセミナー開催情報をお伝えします。  

（ 6 月開催予定を掲載しております。）  

 

◇ Interop Tokyo 2011 実行委員会  

○ Interop Tokyo 2011 ※特別優待金額適用あり  

・日程： 6 月 7 日（火）～ 10 日（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_ n/seminar_s02.xsl?ID=K11

032910 

 

◇システム監査学会  

○ 2011 年度  第 25 回研究大会  

・日程： 6 月 10 日（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

040110 

 

◇日本システムアドミニストレータ連絡会  

○日本システムアドミニストレータ連絡会  第１８回研修会  

・日程 6 月 11 日（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

050300 

 

◇日本ユニシス株式会社  中国支店  

○ユニシステクノロジーセミナー  

・日程 6 月 12 日（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

050420 

 

◇特定非営利活動法人  スキル標準ユーザー協会（ SSUG）  

○【 IPA 共催】スキル標準最大有効活用 in 大阪  

・日程 6 月 16 日（木）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

050440 

 

◇ ISACA（情報システムコントロール協会）大阪支部  
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○ ISACA 大阪支部  設立 25 周年記念講演会  

・日程： 6 月 18 日（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

040050 

 

◇岡山県、 (社 )システムエンジニアリング岡山、岡山商工会議所情報委員会  

○ IT 経営・利活用セミナー in おかやま  

・日程： 6 月 21 日（火）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

040120 

 

◇プロジェクトマネジメント学会  関西支部  

○プロジェクトマネジメント学会  関西支部設立記念シンポジウム  

・日程： 6 月 22 日（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

040210 

 

◇日本セキュリティ・マネジメント学会  

○日本セキュリティ・マネジメント学会第 25 回全国大会  

・日程： 6 月 25 日（土）・ 26（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K11

050310 

 

◆ IT コーディネータ協会後援セミナーのご案内  

→詳しくは以下の URL をご覧ください。  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s01a.xsl?TopPa

ge=1 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

9．事務局のひとりごと  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

協会事務局の前田です。  

事務局の中にこもっているばかりではなく、できるだけ各地の届出組織と  

話したり、支援先企業を訪問したりしています。また、私の出身地の山口  

県の中小企業の経営者とも積極的に接触するようにしています。つい先週、  

山口県の社長から「サーバーがリース切れだが、ベンダーからはサーバー  

リプレイスの話だけで、何の提案もない」と電話がありました。これがき  

っかけで、 ITC の仕事に結びつけられれば、事務局にいる甲斐があるとい  

うもの。日頃からのお付き合い、大切にしたいと思います。  

******************************************************************  

↓  各種問合せ先  ↓  

******************************************************************  
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「創新」のバックナンバーは、下記に掲載しています。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html  

 

*注意 * 

このメールアドレスは送信専用アドレスです。  

お問い合わせ・配信停止方法・送付先変更方法はこちらをご覧下さい。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html  

※当協会からのメール配信で、宛名等が外字（機種依存文字）で文字化け  

（抜け）が発生している場合には、略字で対応させていただきますので広  

報まで御連絡下さい。  

------------------------------------------------------------------  

発行／編集：  IT コーディネータ協会  事業戦略グループ  中塚  


