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◆ ITCA メルマガ「創新」第 253 号◆新特集スタート！◆  

 

みなさんこんにちは！メルマガ担当の中村路子です。  

今号より、トップのエッセイを女性 ITC 皆さまに飾っていただきます！  

ちなみにタイトルは、懐かしのドラマ 2 つを組み合わせていますが、若い編  

集長には通じず、相談役とちょっと悲しい気分を味わいました (´･ω ･`) 

IT コーディネータ協会は、現在 7 名の女性が働いています。女性が多い職場  

は華やかで明るく、男性も楽しくなるのではないでしょうか？と考えたりも  

いたしますが、 ITC 全体での女性の割合はまだまだ少ないです。  

同じ女性として、ITC として活躍する皆さまのお話にとても興味があり、楽し  

みにしています。これを機会にどんどん女性 ITC の方が増えて行くように、  

協会一同頑張っていきます！  

 

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

1．輝く女性 IT コーディネータストーリー  ～花の ITC 同盟～  New!! 

2．おめでとうシリーズ！第 2 弾  2012 年度設立 /新規届出組織  New!! 

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◆  輝く女性 IT コーディネータストーリー  ～花の ITC 同盟～  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆「これからの女性 ITC の活躍に期待」  

IT コーディネータ富山  理事（北電情報システムサービス）  二上  百合子  

 

 8 月 24 日、25 日に開催された ITC カンファレンス 2012 に参加された方で、  

女性参加者の数を数えてみた方はいらっしゃいますか。  

1,000 人近い参加者の中、参加した女性 ITC は私見では 50 人に届きませんで  

した。女性 ITC は全体の約 5％と聞いておりますので、ほぼ割合通りの参加率  

です。  

私は IT コーディネータ富山で理事をさせて頂いておりますが、50 名強の会員  

中女性は 3 名です。そもそも経営者向けのコンサルティング自体女性の割合  

は低いですが、それは男性企業社会において、経営に携わる女性がこれまで  

少なかったからでしょう。管理者向けのコンサルティングも女性の管理職が  

増えるのにあわせて、最近は女性が増えているようです。  

私は ITC 活動をしていく上で女性であることの障壁は、他の業種よりも低い  

と思います。出産、育児の負担は、常勤で働いている女性であれば同じこと。  

むしろ、女性は本来 IT 業務をわかりやすい言葉で説明したり、物事を関連付  

けて考え、説明することが得意です。経営者の悩みに対しても、男性とは異  

なる視点での細やかな配慮が出来ると考えています。人数が少ないことは、  
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お客様に逆に覚えて頂きやすいということです。  

これから益々女性 ITC が増えるよう、まずは私たち 5％の既存女性 ITC が活躍  

していかねば、と思います。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  おめでとうシリーズ！第 2 弾  2012 年度設立 /新規届出組織  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆一般社団法人みちのく IT 経営支援センター  代表理事  小野  桂二  

 

一般社団法人みちのく IT 経営支援センター（  http://www.mitbac.org/ ）  

は、今年 2 月に東北の地で IT 経営を根付かせるために結成されました。ITC、  

公認会計士等の有資格者が、企業や自治体の抱える課題を解決するために、  

IT 経営を支援するプロフェッショナル集団です。  

当センター設立以来、今年度は、 2012 年度第 1 期 ITC ケース研修を開催し、  

その後も機関誌の発行、主催セミナーの開催などを実施しました。今後も、  

11 月に第 2 回主催セミナー（ライフネット生命保険  出口  治明社長）、来年  

2 月には地域 IT 経営カンファレンスを開催予定です。  

当センターでは、地域と企業との絆を大切に自治体関係者様、支援機関様、  

地域 IT ベンダー様と協力し、お客様に最適なサービスを提供できるよう活動  

して参ります。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

●ケース研修説明会のお知らせ  

千葉県近郊の IT コーディネータ取得を考えている方にお知らせです  

船橋情報ビジネス専門学校にて試験およびケース研修説明会が行われます  

開催日： 10/27（土）  

時  間： 14:30-16:30 

場  所：船橋情報ビジネス専門学校 3 号館  

↓↓↓詳細はこちら↓↓↓  

http://www.fjb-co.jp/最新情報のご案内 /  

 

●書籍発行のご案内  

土方  千代子氏、椎野  裕美子氏の書籍が発行されました。  

「経営学の基本がきっちりと理解できる本」  

経営学の基礎知識について広く浅くではなく、出来るだけきっちりと  

押さえておきたい方や、経営学検定の初級試験対策の副読本が欲しい方に  

オススメです！ (ITC のプロセスもちょこっと紹介しています）  

http://www.shuwasystem.co.jp/products/7980html/3512.html  

 

●連載のご紹介  

http://www.mitbac.org/
http://www.fjb-co.jp/最新情報のご案内/
http://www.shuwasystem.co.jp/products/7980html/3512.html
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本田  秀行氏がキーマンズネットにて「ビジネスの矛盾解決！ TRIZ 活用術を  

知っている？」が今月より連載中です！  

毎週月曜日更新で全 8 回となっております。  

http://www.keyman.or.jp/at/30005043/  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 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  お申込み受付中です。  

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！  

 

◆「 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 Web Conference 2012  ～ 10/29 公開！！～  

大変お待たせしました。 10/29 よりスタートです！  

http://www.itc.or.jp/news/itc_web_conference_2012.html  

 

◆「事業継続のための高回復力システム基盤導入ガイド」のご案内  

IPA ソフトウェア・エンジニアリング・センターでは、「大規模災害」および  

「大規模システム障害」に備えた「事業継続のための高回復力システム基盤  

導入ガイド」を策定しました。またクラウドサービスを活用した事例につい  

ても紹介されていますので、ご一読をお勧めいたします  

http://sec.ipa.go.jp/reports/20120725.html  

 

◆ COMPASS 秋号のご案内  

等身大の IT 経営事例、 IT コーディネータの活動を紹介してきた COMPASS も  

http://www.keyman.or.jp/at/30005043/
http://www.itc.or.jp/authorize/training/
http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html
http://www.itc.or.jp/news/20120921.html
http://www.itc.or.jp/news/itc_web_conference_2012.html
http://sec.ipa.go.jp/reports/20120725.html
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11 年目に入りました。  

秋号では、これまでに事例掲載した企業へのアンケートを実施。また中小企  

業 IT 経営力大賞経済産業大臣賞受賞企業のその後も取材しました。IT コーデ  

ィネータ活用事例は、富山信用金庫（吉田誠氏）、ノースプレインファーム  

（阿部裕樹氏）、和歌山県美浜町（米田宗義氏）です。  

セミナーや顧客訪問時の資料として活用できます。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass _index.html 

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・週刊 BCN（ 10/15） IT 経営の神髄 /ホームページ制作講座の展開  

上：ウェブ活用をレクチャー  

・日経コンピュータ（ 10/11）いる資格、いらない資格  

・日本情報産業新聞（ 10/15）次世代高度 IT 人材を定義  

・石垣（ 10 月号） IT 化による中小企業のイノベーション  

    有限会社協和デンタル・ラボラトリー（ ITC 鬼澤健八氏）  

 

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

★．セミナーのお知らせ  

（ 10/27～ 11/16 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 

 

---------------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 /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 

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html
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
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
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◆ 21 世紀 ITC クラブ /第 3 回  ITC スキルアップ・セミナー  

・日程： 10/27（土）  

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

040010_4 

 

◆ 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  

 

◆一般社団法人みちのく IT 経営支援センター  

 ライフネット生命での IT 活用例、今後の経営ビジョンなど・・・  

・日程： 11/2（金）  

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

091250 

 

◆特定非営利活動法人  福井県情報化支援協会 /ITC 北陸 3 県合同研修 2012 

・日程： 11/3（土） 4（月）  

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

091440 

 

◆経済産業省北海道経済産業局 /北海道 IT コーディネータ協議会（共催）  

 IT コーディネータ向け知財講習会  

・日程： 11/7（水） 12/13（木）  

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

101610 

 

◆ NPO 法人大分 IT 経営推進センター他 /平成 24 年度  合同セミナー  

・日程： 11/10（土）  

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

101660 

 

◆特定非営利活動法人 IT コーディネータ京都  

 ITC 京都ポイントセミナー「ロジカル・シンキング再入門  BSC 実習付」  

・日程： 11/10（土）  

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

091480 

 

◆相模 IT コーディネータ協議会 /相模 ITC セミナー“コーチング”  

・日程： 11/10（土）  

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=T12040010_4
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12040010_4
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=T12091250
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091250
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091440
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091440
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12101610
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12101610
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12101660
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12101660
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091480
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091480
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12091410
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091410 

 

◆ ITC 実践研究会 /  11 月セミナー  フェースブック、あれから１年・・・  

・日程： 11/11（日）  

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

101590 

 

◇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 

 

◇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：10/30（火）北海道、11/2（金）愛媛県、11/6（火）奈良市、11/9（金）

金沢市  

http://www.jnsa.org/ikusei/seminar/  

 

◇株式会社 BCN/BCN Conference 2012 

・日程： 11/2（金）  

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

091510 

 

◇中小企業庁 /近畿経済産業局 /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 大阪  

・日程： 11/2（金）  

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

091300 

 

◇ JISTA 関東支部 /日本 IT ストラテジスト協会オープンフォーラム 2012 

・日程： 11/3（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/semi nar_s02.xsl?ID=K12

081090 

 

◇独立行政法人情報処理推進機構  技術本部  SEC 

 災害にも安心な IT サービス継続のためのシステム基盤・・・  

・日程： 11/7（水）  

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

033300_19 

 SPEAK-IPA 準アセッサ育成セミナー～プロセス・アセスメント研修・・・  

・日程： 11/7（水） 8（木）  

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=T12101590
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12101590
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
http://www.jnsa.org/ikusei/seminar/
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091510
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091510
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091300
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091300
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081090
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12081090
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12033300_19
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033300_20 

 「プロセス改善ベストプラクティス」ワークショップ～もしも・・・  

・日程： 11/9（金）  

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

033300_21 

 

◇ ITGI Japan（日本 IT ガバナンス協会） /ITGI Japan カンファレンス  2012 

・日程： 11/8（木）  

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

101570 

 

◇システム監査学会 /第 25 回公開シンポジウム「多様性が求められる・・・  

・日程： 11/9（金）  

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

091470 

 

◇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： 11/9（金）横浜  

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

070750_3 

 

◇一般社団法人システムエンジニアリング岡山 /CompTIA 日本支局  

 クラウドコンピューティング講習会  

・日程： 11/10（土） 11（日）  

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

091550 

 

◇ PMI 日本支部 /フリーセミナー 2012 in  金沢  

・日程： 11/10（土）  

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

101720 

 

◇財団法人ソフトピアジャパン /情報セキュリティ新時代！！  

・日程： 11/13（火）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/sem inar_s02.xsl?ID=K12

091290 

 

◇独立行政法人情報処理推進機構  技術本部  SEC/JASA 主催 IPA 共催セミナー  

・日程： 11/15（木） 16（金）  

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

033300_18 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12033300_21
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https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12101570
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091470
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091470
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070750_3
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12070750_3
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091550
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091550
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12101720
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12101720
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091290
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12091290
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12033300_18
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12033300_18
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◇特定非営利活動法人  itSMF Japan 

第 9 回 itSMF Japan コンファレンス /itSMF Japan EXPO 2012 

・日程： 11/15（木） 16（金）  

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

070730 

 

◆ 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=K12070730
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_s01a.xsl?TopPage=1
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s01a.xsl?TopPage=1
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

