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◆ ITCA メルマガ「創新」第 252 号◆今年も配信！ Web カンファレンス◆  

 

みなさんこんにちは！メルマガ担当の山川元博です。  

新オフィスに移り 1 か月が経ちます、やっと環境にもオフィス周囲にも慣れ  

てきました。”キレイなうちに？！”と ITC の方も訪問していただいています。  

お近くにお越しの時にはぜひお立ち寄りください。スカイツリーも見えます。 

私事ですが、9 月末に石垣島に行き台風と闘って（？）まいりました、結果は  

惨敗。自然の力には勝てませんね。危ないからおとなしくしておきましょう。  

さて、昨年実施いたしました「 ITC Web Conference」。好評につき今年も行い  

ます。ただいま鋭意準備中、公開は 10 月下旬の予定です。お楽しみに！  

10/15 から第 2 期 IT コーディネータ試験が始まります。申込は 11/13 まで、  

試験期間は 11/18 までです。受験をお考えの方にぜひお知らせください。  

 

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

1．ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

2． Web カンファレンスのご案内   

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）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆地元 IT ベンダーと連携して地元中小企業の IT 経営をご支援  

名古屋コンサル 21 代表  高間正俊  

 

届出組織『名古屋コンサル 21』が、 IT ベンダーの組合組織であります『岐阜  

IT 協同組合』と連携して昨年度から実施をしております事業モデルをご紹介  

致します。  

まず、この事業モデルを推進した背景からご説明を致します。  

クラウドコンピューティングの台頭に伴い、ITC，IT ベンダー且つ中小企業に  

は、それぞれに大きなインパクトがありました。  

1.ITC においては、オンプレミスシステムを対象にしたコンサルティングにク  

ラウド・スキル拡充が必要です。  

2.IT ベンダーにおいは、クラウド商品の開発コストの回収が長期間になりス  

トック経営にシフトしていかなければなりません。  

3.中小企業においては、 IT 利活用が遅々として進んでおりませんがクラウド  

普及により、 IT 利活用の閾が低くなって IT 経営のチャンス到来です。  

 このような三者三様の思惑の中で、昨年度は中部経済産業局の委託事業を  

活用して「トリプル SaaS 研究会」を組織し実証研究を実施致しました。  

仔細は省略致しますが、研究会委員長としてご指導をいただいている武蔵大  
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の松島教授のアイディアである「顔の見えるクラウド」のキャッチコピーを  

実践することが目標です。即ち、大手 SIer では個別の対面サービスがしづら  

いクラウド商品販売を逆手にとり、ITC が対面サービスを行なって導入支援か  

ら運用指導まで一貫して実施する事業化スキームです。  

今年度は、IPA からの請負事業にて事業化に向けた実績つくりをしております。 

今後は、ブランディングを含めた普及セミナーに注力していきます。  

私どもと同様な事業化の取組みを各地域で推進中とお聞きしておりますので、 

相互に情報交換をしながら着実な社会貢献を目指してまいります。  

 

※『ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）』は今号で最終回  

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。来号より、女  

性 ITC による新シリーズがはじまります！みなさんお楽しみに！  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  Web カンファレンスのご案内  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 昨年実施いたしました ITC Web Conference2011 の好評を受けまして、今年  

も ITC Web Conference 2012 を配信いたします。IT コーディネータ協会では、  

毎年 IT コーディネータの皆様の継続学習の一環として、ITC Conference を主  

催開催しております。今年も 8/24（金）、25（土）の 2 日間、東京プリンスホ  

テル鳳凰の間で開催し、のべ 1600 名の方々に参加いただきました。  

 しかし、スケジュール・地理的要因・他のイベントなど様々なことで参加  

いただけない IT コーディネータの方も多くいらっしゃいます。様々な理由で  

参加いただけなかった IT コーディネータの皆様にも、ITC Conference の配信  

により、全国の IT コーディネータ仲間の活動や支援機関からのメッセージ、 

優秀な事例を学んでいただくことができます。  

この機会を活用していただき、ぜひ多くの方に視聴いただけますようお知  

らせいたします。  

 

□視聴期間： 2012 年 10 月下旬～ 2013 年 3 月末（予定）  

□視聴環境： PC、 Smartphone で視聴できます  

□参加費用： 8/24（ 1 日分） \2,500 

      8/25（ 1 日分） \2,500 

      8/24・ 25（ 2 日分） \5,000 

 ※「いつでも・どこでも・何度でも」ご覧になれます  

□ポイント： 8/24、 25 どちらか 1 日のみの参加は 2 ポイント、  

      8/24・ 25 両日の参加は 4 ポイントを協会から付与いたします。  

 ※ただし、アンケートにご回答いただくことが必要です  

□参加特典：講演資料のダウンロードができます  

 ※一部、ダウンロード不可の資料がございます  

□ ITC Conference 2012 に参加いただきました皆様には、無料の視聴 ID とパ  

スワードを個々に発送いたします。  
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詳細は  http://www.itc.or.jp/news/itc_web_conference_2012.html 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

宮城近郊にお住まいの IT コーディネータ取得を考えている方にお知らせです。 

 

みちのく IT 経営支援センターよりケース研修説明会が行われます。  

開催日： 10/23（火）  

時  間： 13:30-15:30 

場  所：せんだいメディアテーク  7 階会議室 a 

 

当日は協会職員も参加します！よろしくお願いします。  

↓↓↓詳細はこちら↓↓↓  

http://www.mitbac.org/2012/10/04/2012 年度第 3 期ケース研修説明会のお

知らせ / 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ 2012 年度第 3 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開

始！！  

募集期間： 10/15（月）～ 11 月 30 日（金）  

開催場所：全国 15 地域、 36 コースで開催予定  

開催期間： 2012/12/22～ 2013/3/3（ 6 日間）  

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

 

◆ 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 

※サンプル問題拡充しました！  

 

◆企業人事・人材育成部門、 IT エンジニアの育成ご担当者の方へお勧め  

「次世代高度 IT 人材育成への取り組み」  

 ～新人から中堅社員までの育成事例紹介～  

日時：  11/7（水）  13:30 ～  16:30（受付 13:10～）  

会場：  特定非営利活動法人  IT コーディネータ協会  

主催：  株式会社フレックスジャパン  

http://www.itc.or.jp/news/itc_web_conference_2012.html
http://www.mitbac.org/2012/10/04/2012年度第3期ケース研修説明会のお知らせ/
http://www.mitbac.org/2012/10/04/2012年度第3期ケース研修説明会のお知らせ/
http://www.itc.or.jp/authorize/training/
http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html
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    特定非営利活動法人  IT コーディネータ協会  

受講費：無料  

詳細は  http://jinjibu.jp/seminar/detl/19383/ 

 

◆「 IT 経営体感ケース研修」 12 月オープンコース開催のご案内  

開催日：  12/4（火） 5（水）  9： 00～ 18:00 

講  師：稲垣  実  （いながき  みのる）  

会  場： IT コーディネータ協会研修センター  

詳細は  http://www.itc.or.jp/news/20120921.html  

 

◆ ITC 資格説明会（東京）のご案内  

開催日： 10/17（水） 11/15（木）  

詳細は  http://www.itc.or.jp/news/ITCA20121002.html 

 

◆ ITC 試験対策講座（東京）のご案内  

開催日： 11/3（土） 12/1（土）  

詳細は  http://www.itc.or.jp/news/20121010.html 

 

◆機関誌「架け橋」 13 号発行いたしました！  

機関誌 13 号は特集 2 本立ての他に、トピックスとして「 IT 経営力大賞 2013」  

への取り組み、「みんビズ連携団体活動報告」等充実した内容でお届けいたし  

ます。  ↓↓お申込みはこちら↓↓  

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

 

◆みんビズアドバイザー 200 名超えました！  

現在イベント企画中です。アドバイザーのご応募お待ちしております。  

http://www.itc.or.jp/itca/minbiz_ITC.pdf  

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・週刊 BCN（ 9/17） IT 経営の神髄 /ITC Conference 

下： ITC の活動を紹介するイベントを開催  

（ 10/1・ 8） IT 経営の神髄 /大津鉄工  

上： IT で不況に打ち勝つ  

下：独自の特許技術を普及（ ITC 水口和美氏）  

 

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

★．セミナーのお知らせ  

（ 10/13～ 10/31 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_

http://jinjibu.jp/seminar/detl/19383/
http://www.itc.or.jp/news/20120921.html
http://www.itc.or.jp/news/ITCA20121002.html
http://www.itc.or.jp/news/20121010.html
http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html
http://www.itc.or.jp/itca/minbiz_ITC.pdf
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p01.xsl?nendo_F=1
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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 -------------- 

◆ 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 

 

◆ ITC 埼玉 /10 月度埼玉 IT 経営研修セミナー  

・日程： 10/20（土）  

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

091390 

 

◆特定非営利活動法人ちば経営応援隊  

 IT コーディネータの実践力向上セミナー～経営者に聞く IT 業界を・・・  

・日程： 10/20（土）  

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

091380 

 

◆ GAPS/2012 年第二回  全国“車座会”  

・日程： 10/22（月）  

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

081210 

 

◆特定非営利活動法人経営情報協議会 /ITC セミナー「体」と「頭」を・・・  

・日程： 10/27（土）  

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

091370 

 

◆特定非営利活動法人 ICT ぷらす  

 技術トピックス・レクチャー：ソーシャルメディアに振り回されない・・・ 

・日程： 10/27（土）  

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

091350 

 

◆特定非営利活動法人 IT コーディネータ京都  

 「 SE のサバイバルスキル・入門セミナー」 グローバルビジネス時代の・・・ 

・日程： 10/27（土）  

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

091270 

 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091340
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091340
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091390
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091390
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091380
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091380
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12081210
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12081210
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091370
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091370
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091350
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091350
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091270
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091270


 6 / 8 

 

◆ ITC イースト東京 /平成 24 年度第二回 ITC 向けセミナー   

・日程： 10/30（火）  

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

091540 

 

◇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

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 

 

◇ビジネスベースひろしま /「 2012 Rudy セミナー  in 広島」  

・日程： 10/19（金）  

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

091520 

 

◇特定非営利活動法人ビジネスモデル学会  

 ビジネスモデル学会秋季大会「再生可能エネルギーのビジネスモデル」   

・日程： 10/20（土）  

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

091420 

 

◇ IIBA 日本支部 /第 1 回『 BA 車座 (BA-KURUMAZA)』～これからのビジネス・・・ 

・日程： 10/23（火）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s 02.xsl?ID=K12

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091540
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091540
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081190
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081190
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091430
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091430
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
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091520
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091520
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091420
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091420
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091460
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091460 

 

◇一般社団法人  広島県情報産業協会  

 情報化シンポジウム広島  '12 テーマ：「地域発 IT イノベーション」   

・日程： 10/23（火）～ 10/26（金）  

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

091240 

 

◇独立行政法人情報処理推進機構（ IPA） /IPA フォーラム 2012 

・日程： 10/25（木）  

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

091320 

 

◇経済産業省、 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会  

 情報セキュリティ対策  中小企業向け指導者育成セミナー  

・日程： 10/25（木）富山  

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

050330_11 

・日程： 10/30（火）北海道  

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

050330_13 

 

◇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」（名古屋） 

・日程： 10/26（金）  

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

070750_2 

 

◇特定非営利活動法人  石川県情報化支援協会 /みんビズを知り、学ぶ  (第 2

回 ) 

・日程： 10/29（月）  

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

070930 

 

◆ 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  ↓  

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

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091240
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091240
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091320
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091320
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12050330_11
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12050330_11
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12050330_13
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12050330_13
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070750_2
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070750_2
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070930
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070930
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s01a.xsl?TopPage=1
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s01a.xsl?TopPage=1
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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  

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

