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◆ ITCA メルマガ「創新」第 251 号◆協会移転！試験募集開始！◆  

 

みなさん、こんにちは！メルマガ担当の田口千鶴です。  

オフィスが新しくなり心機一転です！移転祝いのお花もたくさん頂きました。 

ありがとうございます！移転に当たって今まで片づけられなかったものもサ  

ッパリスッキリ。たまには断捨離も良いですね。  

9/15 より IT コーディネータ試験の募集が始まっております。先週サンプル問  

題が拡充されました！これから受験を考えている方は是非参考にしてみてく  

ださいね！  

 

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

1．ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

2．おめでとうシリーズ！第 1 弾  10 周年を迎える届出組織（最終回）  

3． ITC 掲示板  

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）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ ITC 活動と自己実現  

NPO 東京 IT コーディネータ  副理事長  小野瀬  由一  

 

 私の ITC 活動を振り返ると、 ITC 制度スタート期、 NPO 創業期、そして NPO 

活動拡大期に分かれます。  

ITC 制度スタート期は ITC の活躍の場を模索した時期で、当コンソーシアムに  

おいて研修 PJ やビジネス PJ を立上げ、商工会議所・商工会など都内中小企  

業指導機関との関係構築を図り ITC としての活動基盤づくりを行いました。  

その後、 ITC ビジネスを具体化するには法人化の必要性に迫られ、ビジネス  

PJ メンバーが中心になり NPO を創業しました。 NPO では参加メンバーが協働  

分野できる競争戦略分野を検討した結果、当時法制化された「個人情報保護  

法」に関わる P マーク審査員や ISMS 審査員の資格取得にチャレンジしつつ情  

報セキュリティ分野に特化し、情報セキュリティ分野に関わる審査員業務や  

コンサル業務を深堀することになりました。  

そして、当 NPO はこれら情報セキュリティに関わる事業実績を経済産業省情  

報セキュリティ監査企業やシステム監査企業として登録し当 NPO ホームペー  

ジにて情報公開しました。これが功を奏し、 WEB 情報が当時急成長した大手  

FX 企業代表者の目に止まりシステム監査が毎年発生することになり、 NPO 活  

動領域の拡大につながりました。  

 このように、 ITC プロセスは対象を自分自身に置き換えるによって、 IT 経  

営コンサルタントとしての自己実現支援ツールとしても活かせます。今後も、 
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自分自身への変革認識、是正認識、持続的成長認識を忘れず、求められる IT 

経営コンサルタント“道”を極めていきたいものです。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  おめでとうシリーズ！第 1 弾  10 周年を迎える届出組織（最終回）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ NPO ITC 中部のご紹介  

ITC 中部  理事長  和澤功  http://www.itc-chubu.jp/ 

 

ITC 中部は設立 11 年目、会員数約 260 名の NPO 組織です。 ITC の精神である  

‘中小企業の経営に寄与する IT 化支援’を目指し、‘明るく楽しく’をモッ  

トーに活動を展開しています。活動の中心は委員会です。広報、渉外、事業、  

スキルアップ、ブランドアップなどを目的とした 6 つの委員会があります。  

中部管内だけでなく全国の ITC 組織との交流や、海外視察、情報化サミット  

の共催など幅広い活動も特徴です。  

IT 化の現場で働く人たちが、楽しさややりがいを感じずに、本当に良い IT 

システム構築が出来るはずがありません。ただ単に企業の IT 化支援だけでな  

く、 IT 産業の健全化や関係者の意識改革、これからの時代に合った開発手法  

の確立、などに少しでも貢献したいと考えております。  

 

※『おめでとうシリーズ』第 1 弾はこれでおしまいです。ご寄稿いただきま  

した皆さまありがとうございました。第 2 弾は 10/28 より新規届け出組織シ  

リーズがはじまります！みなさんお楽しみに！  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

前回のメルマガにてご紹介しました、キーマンズネットにて連載中の松岡祥  

仁氏の「スマート TV」記事がアクセスランキングにて TOP10 以内に第 1 回～  

第 4 回まですべての連載記事がランクインしております！！（ 2012/9/28 現在） 

全 4 回の予定でしたが全 5 回と変更なりました。来週の月曜が最終回です。  

まだの方はぜひ読んでみてくださいね！  

 

≪スマホに続く新しいデバイス「スマート TV」とは≫  

http://www.keyman.or.jp/smb/smbcolumn/  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ 9/18（火）より新オフィスに移転しました  

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

http://www.itc-chubu.jp/
http://www.keyman.or.jp/smb/smbcolumn/
http://www.itc.or.jp/news/newmap.html
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◆ IT コーディネータ試験・第 25 回試験  9/15 より募集開始  

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  

【募集期間＆予約期間】  9/15（土）～ 11/13（火）  

【試験実施期】      10/15（月）～ 11/18（日）  

詳細は  http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html 

 

◆機関誌「架け橋」 13 号発行いたしました！  

機関誌 13 号は「地域に根づくコミュニティづくり」と「 IT ベンダーの ITC 

社内活用」の特集 2 本立てでお届けいたします。  

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

 

◆「 ITC-Biz」サイト新着情報  

ITC が創るソリューション  http://www.itc-biz.jp/itc_solution/ 

●株式会社ネクストシステム・コンサルティング  

 飲食店向けオールインワン POS でんちゅ～  

飲食店向け POS＆オーダーリングのベーシックな機能から、 CRM。タブレット  

端末やお客様の携帯電話を使ったセルフオーダーまでオールインワン・・・  

 

◆日本情報産業新聞にてセミナーのご紹介ができます  

日本情報産業新聞の紙面にて、 IT 業界向けのセミナーを無料でご紹介してい  

ただけます。告知、情報収集にお役立てください  

詳しくは  http://www.josan.jp/seminarrule.htm  

 

◆ itSMF Japan EXPO 2012 早期割引のご案内  

11/15（木） 16（金）特定非営利活動法人  itSMF Japan 主催の「第 9 回 itSMF  

Japan コンファレンス /itSMF Japan EXPO 2012」が品川にて開催されます  

9/30 までのお申し込みの方には、早期割引あり！  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/s eminar_s02.xsl?ID=K12

070730 

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・石垣（ 9 月号） IT 化による中小企業のイノベーション  

    株式会社広瀬製作所（ ITC 坂田岳史氏）  

・週刊 BCN（ 9/3・ 10） IT 経営の神髄 /アクセス  

    上：付加価値サービスを模索  

    下：購読単価の回復を果たす（ ITC 若松敏幸氏）  

（ 9/17） IT 経営の神髄 /ITC Conference 

上：「 ITC の新時代」を語る（ IT コーディネータ協会会長  播磨崇） 

・新聞情報（ 8/29） ITC カンファレンスで事例発表  

 

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

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html
http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070730
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070730
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★．セミナーのお知らせ  

（ 9 月 29 日～ 10 月 19 日開催予定を掲載しております）  

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

 

◆◇◆◇◆◇ 2012 年主催セミナー日程はこちら◆◇◆◇◆◇  

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

F=1 

☆★ 2012 年下期のセミナー受付開始いたしました！！☆★  

 

---------------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  ITC 近畿会 /第 3 回 ITC 近畿会セミナー「 Ruby の紹介」  

・日程： 9/29（土）  

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

091280 

 

◆ GAPS/自治体支援力習得講座シリーズ（第 3 回自治体情報化に・・・  

・日程： 9/29（土）  

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

081060 

 

◆株 )東京 IT 経営センター /2012「東京経営塾」特別セミナー・・・  

・日程： 10/5（金）  

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

091330 

 

◆ ITC 鹿児島 /ITC 鹿児島主催 IT セミナー  

・日程： 10/13（土）  

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

091340 

 

◇経済産業省、 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会  

・日程： 10/2（火）那覇  

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

050330_7 

・日程： 10/12（金）札幌  

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

050330_8 

 

◇独立行政法人情報処理推進機構  技術本部  ソフトウェア・エンジニアリン

グ・センター   

 プロセス改善推進者育成セミナー  ～プロセス改善概説と改善ツール体験

～    

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p01.xsl?nendo_F=1
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p01.xsl?nendo_F=1
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・日程： 10/3（水）  

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

033300_15 

 プロセス改善推進者育成セミナー～ SPINA3CH（スピナッチキューブ）・・・ 

・日程： 10/4（木）  

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

033300_16 

 災害にも安心な IT サービス継続のためのシステム基盤～事業継続と・・・ 

・日程： 10/5（金）  

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

033300_17 

 

◇ガートナー  ジャパン株式会社 /Gartner Symposium/ITxpo 2012 ・・・  

・日程： 10/3（水） 4（木） 5（金）  

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

060560 

 

◇ 2012 岡山情報化セミナー実行委員会 /2012 岡山情報化セミナー  

・日程： 10/4（木）  

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

081160 

 

◇経済産業省 /一般財団法人日本情報経済社会推進協会  

 電子署名・認証業務普及セミナー「広がる電子署名の活用分野」  

・日程： 10/5（金）  

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

070750_1 

 

◇社団法人企業情報化協会 /第 1 回ビッグデータシンポジウム  

・日程： 10/11（木）  

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

091360 

 

◇ PMAJ 関西 /PMAJ 第 104 回  関西例会   

・日程： 10/12（金）  

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

081130_2 

 

◇特定非営利活動法人  新潟情報セキュリティ協会  

 情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢 2012  

・日程： 10/12（金） 13（土）  

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

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081160
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081160
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081190 

 

◇日本商工会議所、東北六県商工会議所連合会  

 東日本大震災復興ビジネス支援フォーラム～ネットショップ活用・・・  

・日程： 10/13（土）  

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

091430 

 

◇特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会  

 スキル標準（ ITSS， UISS， ETSS）導入活用 in 北海道  

・日程： 10/18（木）  

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

081010 

 

◇株式会社 BCN/  BCN Conference 2012 

・日程： 10/18（木）  

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

091500 

 

◆ 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 

 

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

↓  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  

 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081010
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081010
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091500
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091500
http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html
mailto:melmaga@itc.or.jp

