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◆◆◆◆ ITCA メールマガジン「創新」  第 247 号  2012.7.27◆◆◆◆  

 

みなさん、こんにちは！メルマガ担当の田口千鶴です。  

オリンピック開幕しましたね！女子サッカー、男子サッカーともに勝ちとい  

う非常に良いスタートとなりました！たくさんメダル取って表彰台にあがっ  

てほしいですね！がんばれ！ニッポン！！！  

表彰といえば！今年のカンファレンスは表彰式があります！  

今回の表彰は経営力大賞 2012 で大賞・優秀賞・特別賞・認定企業を支援した  

ITC さんの表彰になります！！今年の経営力大賞の募集も既に始まっており  

ます。たくさんのご応募お待ちしております！  

http://www.it-keiei.go.jp/award/index.html  

 

── INDEX─∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽──────  

1．ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

2． IT コーディネータ試験合格体験記更新！！   

3． ITC カンファレンス 2012 特集  

4． IT コーディネータ協会インフォメーション  

★ .セミナーのご案内  

──────∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽──────  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ IT コンサルと ITC は、どう違うのでしょうか  

株式会社ナレッジ 21 代表取締役  横屋  俊一（ IT コーディネータ）  

 

「 IT コンサルと IT コーディネータ（ ITC）とは、どう違うのでしょうか？」  

今実施しているケース研修の受講生からの質問です。私が ITC になったばか  

りのとき、「この絵本に出てくる小さな赤いらいおんがコンサル像だよ」と、 

あるコンサルの方から紹介された本があります。『ラチとらいおん』です。  

この本は、世界傑作絵本シリーズとして 1965 年に出版されたハンガリーの絵  

本で、今もって多くの人に読まれています。弱虫の子供ラチは、いつもライ  

オンにように強くなりたいと願っていた。ある朝目覚めると、小さくて力の  

強い赤いらいおんがベッドのそばにいて「僕が君を必ず強くしてあげる」と。  

強くなりたいと願うラチに対し、小さな赤いらいおんはラチのそばについて  

いるだけで、どのようにしたら強くなれるかを教えたりはしない。ラチは小  

さな赤いらいおんがそばについているだけで、しだいに自分の強さを自覚し  

て強くなり、それを自信に変えていく。そして終には、誰にも頼らなくても、  

一人で生きる強い子供に成長していく。自立し強くなったラチの姿を見届け  

た小さな赤いらいおんは、「君はじゅうぶん強くなった。また何かあったら私  

のことを思い出してくれたまえ」と置手紙を残して去っていってしまう。  

IT コンサル、コンサル、ITC。それぞれ手法やアプローチが異なると言われ  
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ていますが、時として ITC も IT コンサルやコンサルの手法・アプローチを使  

ったりします。では ITC の役割はなんだろう？小さな赤いらいおんを ITC に  

置き換えれば、ITC の役割が見えてくるように思えます。企業体質が弱く、強  

くなりたいと願う中小企業の社長に寄り添い支えとなり、助言し、経営体質  

を強くしていく。企業にとって必要とされる ITC、企業の成長とともに自分自  

身も成長していく ITC、このような ITC を目指していきたいものです。  

  

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  IT コーディネータ試験合格体験記更新！！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

試験の合格体験記を更新しました！  

今回は、玉野  聖子様、遠藤  仁様、小菅  康浩様、廣澤  博様、三宅  創  

太様、松岡  祥仁様の 6 名の方に「合格体験  

記」書いて頂きました！受験対策やポイントを掲載しておりますので、是非  

ご参考にしてみてください！  

 

↓↓詳細はこちら！↓↓  

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html#taiken  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC カンファレンス 2012 特集  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

■■■■■■■■～ ITC カンファレンスの見どころ～■■■■■■■■  

 

● 2 日目（ 8/25） 10： 00～ 10： 40「 IT 経営推進事例」  

グローバル企業の IT 経営推進事例は、中小企業 IT 経営力大賞 2012 経済産業  

大臣賞受賞の株式会社メトロール殿です。  

メトロール殿は、日本国内に製造拠点を持ちながら、高度のグローバル化を  

実現しています。その実現を支えるものは何か、勘どころについてお話しい  

ただきます。  

表題は『 IT 活用で日本は最高の製造拠点になる！～付加価値の高いビジネス  

の実現～～社内に笑顔の絶えない会社～』です。この表題には経営者として  

の思いが鏤められています。  

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2012/cf12_program.html  

（＾▽＾）＜出展ブース今年もやります！！今年も 10 ブース以上！！  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ 2012 年度第 2 期 IT コーディネータ資格認定用ケース研修受講申込み受付中  

募集期間： 2012 年 7 月 2 日（月）～ 8 月 10 日（金）  
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開催場所：全国 17 地域、 37 コースで開催予定  

開催期間： 2012 年 8 月 26 日～ 2012 年 11 月 23 日  

詳細は  http://www.itc.or.jp/authorize/training/ 

 

 

◆「 IT 経営体感ケース研修 8 月度オープンコース」の申し込み受付中  

IT 経営体感ケース研修  ストラテジコース（ 2 日間）  

8/28（火）、 29（水） 9： 00～ 18： 00 IT コーディネータ協会 7F 

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

 

 

◆機関誌「架け橋」バックナンバー販売キャンペーン中！！  

IT コーディネータ制度のこれまでの記録を始め、 ITC としての活動にお役立  

ちいただける内容です。  

最近 ITC になられた方、架け橋の購読をお忘れの方、もう一冊欲しいと言う  

方、是非この機会にお求めください。  

お得なセット販売をご用意しています。数に限りがありますので、お早め

に！ ! 

http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/post_298.html  

 

◆ ITC 限定 OBP スキルアップセミナーのご案内  

8/25（土） 17～ 19 時  東京プリンスホテル 11F 高砂にて、 Google 担当者によ  

る「第 2 回 ITC 限定 OBP スキルアップセミナー」を開催いたします。  

アドバイザー、 OBP に登録ご希望の方は、ぜひご参加ください。  

ご案内はこちら↓  

https://plus.google.com/109010678438515762578/posts?hl=ja  

 

◆ COMPASS 2012 夏号発刊のご案内  

COMPASS 2012 夏号がリックテレコム社より発刊になりました。  

創刊 10 周年記念企画として支援者による座談会をご紹介。  

ITC 大澤昌氏、ITC 鬼澤氏、経済産業省小林信行室長、武蔵大学松島桂樹教授、  

ITCA 播磨崇会長が、支援の現状や ITC、ユーザーに求めることなどを率直に  

語っています。  

ITC 活用事例として、北九州市のグランド印刷様（ ITC 荒添美穂氏、正木淳氏）  

を取り上げています。 IT 経営力大賞受賞企業である福井県・西村金属様  

（ ITC 横屋俊一氏）、三重県・華王殿様（ ITC 内藤新司朗氏）の事例も紹介し  

ています。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/  

 

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・石垣（ 7 月号） IT 化による中小企業のイノベーション  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/
http://www.itc.or.jp/news/20110520.html
http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/
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    株式会社天坊（ ITC 木部美春氏）  

・週刊 BCN（ 7/16.23） IT 経営の神髄 /ウイスタリア洋菓子店  

    上：ケーキ作りの合間にサイトを更新  

    下：データ活用を視野に入れる（ ITC 小林邦人氏）  

・日経新聞（ 7/8）株式会社由紀精密様  

 

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

★．セミナーのお知らせ  

（ 7 月 28 日～ 8 月 17 日開催予定を掲載しております）  

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

 

◆◇◆◇◆◇ 2012 年上期の主催セミナー日程はこちら◆◇◆◇◆◇  

＜＜今回のイチオシ＞＞  

8/10（金）東京開催  ITC トレンドセミナー『 IT 系の国際標準化動向』  

IT 経営プロセスのレファレンスとしても活用できる、 3 つの国際規格につい  

ての最新動向から ITC のとるべき対応を学びます。  

■主催セミナー  一覧■  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p01.xsl?nendo_

F=1 

 

---------------共催・協賛・後援名義のセミナーのご案内 -------------- 

◆特定非営利活動法人経営情報協議会  

「スマートデバイスの有効活用による経営力向上」  セミナー  

・日程： 7/28（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

070690 

 

◆特定非営利活動法人 ITC 近畿会／独立行政法人  情報処理推進機構  

ITC 近畿会総会セミナー  

・日程： 7/28（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

070680  

 

◆特定非営利活動法人 IT コーディネータ広島 /定期総会セミナー  

・日程： 7/28（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

070760 

 

◆一般社団法人日本中小企業情報化支援協議会（ JASISA）  

JASISA ビジネスプロデューサー養成講座（オープン講座）  

・日程： 8/3（金） 8（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12070680
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12070680
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070670_1 

・日程： 8/8（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

070670_2 

 

◆ GAPS/自治体支援力習得講座シリーズ（第 2 回自治体情報化・・・  

・日程： 8/4（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

070740 

 

◆岡山県、岡山県商工会議所連合会 /中小企業のための「 IT 経営フェア」  

・日程： 8/9（木）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060630 

 

◆ NPO 法人長野県 IT コーディネータ協議会 /クラウドソムリエ育成研修  

・日程： 8/12（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060500 

 

◇プロジェクトマネジメント学会  中国支部 /総会・特別講演  

・日程： 8/3（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

070720 

 

◇中小企業庁、九州経済産業局、 (財 )ハイパーネットワーク社会研究所  

平成 24 年度  中小企業庁委託事業  情報モラル啓発セミナー in 熊本  

・日程： 8/8（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

060640 

 

◇独立行政法人情報処理推進機構  

「共通キャリア・スキルフレームワーク」（第一版・追補版）・・・  

・日程： 8/17（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

070860 

 

◆ 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 

 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070860
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070860
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******************************************************************  

↓  各種問合せ先  ↓  

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

「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  

掲載内容のリクエストは随時募集中です！  

melmaga@itc.or.jp までお気軽にご連絡下さい。  

*注意 * 

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  

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メールマガジン担当：田口 /中村  

 

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

