
◆ITCAメルマガ「創新」第260号◆機関誌14号受付開始しました！！◆

みなさんこんにちはー！メルマガ担当の田口です(´∀｀)
昨日、経営力大賞記念式典が開催されました。ご参加頂いた方は寒い中わざ
わざありがとうございました。後日、アンケートをお送りします。
さて、機関誌14号の申込が始まりました。この14号より、なんと私と中村
が記事作成に携わっております。現在絶賛校正中。
また今号より法人会員企業様のご紹介がスタートです！
協会は資格者制度とは別に会員制度があります。混同される方が多いのです
が、資格者制度と会員制度は別物なんです。ちなみに会員になると機関誌が
自動的にお手元に届きます！
そして、もうすぐ第3期の試験予約が〆切りです。知識ポイントが大幅に足
りない方は試験合格で更新可能となっていますので、2/25（月）までにお申
込みください！ http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?ml=260
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◆1◆　輝く女性ITコーディネータストーリー～花のITC同盟～
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渡部　一恵
遠赤青汁株式会社　CIO（ITC愛媛）

かっこいい女性になりたい！最近、強く思います。身の回り、特にITコーデ
ィネータの女性には、とても素敵な方が多いです。その方々にお会いする度
に、実は猛烈に劣等感を感じています。どうしたら、あんな素敵な人になれ
るのでしょう。

憧れには結構パワーがあります。私がITコーディネータになれたのは、尊
敬できる先輩方への憧れからです。「こんな人になりたいなあ」そう思い、半
ばストーカー状態で追いかけてきました。先輩ITCの様にきびきびと仕事を
したい、企業様に満足していただけるような提案もしたい、とにかく皆様の
お役に立つ人になりたいと思い、走り続けてきました。

「渡部さんはITCとして何が得意？」2年目を迎え、企業支援も数件経験し
たくらいの時期に先輩に聞かれて、答えられないことがありました。自分の
強みなど考えた事もなかったのです。「コミュニケーション力でしょ」と教え
ていただいたのですが、「自分の得意（できること）」と言う問いかけは、今
でも心をざわつかせています。

ITCの女性割合は少ないです。ただ、それだからこそ女性としてできる事が
あるはずです。私が憧れる「かっこよい女性ITC」は、そういう事も理解し実
践しているから素敵なのだろうと思います。「自分にできること」、「女性だか
ら出来ること」、まだまだ道の途中ですが、先輩方に学び追いかけながら見つ
けていきたいと思います。これからも、よろしくお願いします。
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◆2◆　ご紹介シリーズ　～法人会員企業様編～　New!!
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協会には、資格者制度とは別に協会会員制度があります。
その中でも法人として入会して頂いている方をご紹介致します！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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「IT経営とビジネスイノベーション」コンサルファーム
株式会社ARU　http://www.aruinc.jp 

株式会社ARUは、特に中堅・中小企業のIT経営支援
1.経営戦略・IT戦略、経営計画の構築、
2.IT導入・活用支援サービス、
3.経営改革・ビジネスイノベーション支援、
4.幹部人材育成支援
などを行うコンサル専業会社です。現在、代表取締役　水口和美を筆頭に6
名のITCパートナーで構成され、コンサル案件ごとにコンサルチームを編成
して業務を行っています。今後、中小企業が生き残るためには徹底したIT活
用とビジネス・イノベーション（事業改革・事業創造）が必須となると考え
られます。これを実現するには高度IT人材としてのITコーディネータがビ
ジネスイノベータの役割をも担う必要があり、
（1）スマートIT（SNSやスマートデバイス、ビッグデータ活用など）の徹底
活用による経営戦略・IT戦略の実現
（2）企業の強みを基にした新商品開発・販路開拓と拡販
（3）マーケティング、プロモーション活動の実践
（4）技術戦略（固有技術開発）・特許戦略の展開
など、ビジネス・イノベータに欠かせないスキルと経験を蓄積すべく精進し
てまいります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
法人会員様一覧はこちら→ http://www.itc.or.jp/guidance/link/?ml=260
会員入会ご希望のご希望は→ http://www.itc.or.jp/guidance/index.html?ml=260
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◆3◆　ITC掲示板
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ITコーディネータが企画執筆に参加！
「会社で使う　タブレット・スマートフォン2013」リックテレコム
http://www.ric.co.jp/book/contents/book_918.html

少ない投資で経営効果を上げられるタブレット・スマートフォンの活用事例
を徹底取材！農業、製造業から飲食店、サービス業まで、等身大の活用方法
がわかります。中小企業のモバイル活用をナビゲートする、いままでになか
った実践的入門書です。全国から集めた中小規模企業だけの14事例を収録し、
経営者の知恵と工夫、そして経営強化への情熱を、図解と写真付きで紹介し
ています。キーワードは、「現場で“サッ”と見る、見せる、記録する」です。
企画編集にはITコーディネータ堀明人氏、廣木秀之氏、野中栄一氏、和田喜
充氏が参加。また、本田秀行氏、荒添美穂氏、小久保忍氏が活用アドバイス
をしています。
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◆4◆　ITコーディネータ協会インフォメーション
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◆ITコーディネータ協会機関誌「架け橋」第14号受付開始いたしました！
14号特集は『届出組織×ITCA「IT経営カンファレンス」～カンファレンスで
始まるITC活動～』です！本年度各地で開催された「IT経営カンファレンス」
を取材いたしました。お申込みはこちらから↓↓
http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?ml=260

◆2012年度の資格更新を控えてポイント取得についてのご案内
ポイントは足りていますか？足りないと言う方はこちらをご参考下さい！
◎新ITCプロセスガイドライン普及研修の受講：1ポイント
　http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/2011npgl.html?ml=260
（過去に受講された方は加算されません。上限1P）
◎協会発行機関誌「架け橋」の購読：2ポイント
　http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?ml=260
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◎ITC Web Conference 2012の受講：1日2ポイント/両日4ポイント
※アンケートの提出が必須です
　http://www.itc.or.jp/news/itc_web_conference_2011.html?ml=260
◎定期購読している雑誌はないですか？協会の認定刊行物であれば知識ポイ
ントの対象になります！（個人学習の協会が認定する定期刊行物の購読）
http://www.itc.or.jp/society/activity/book/publication/?ml=260
◎後援セミナーも随時UP中！
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s01a.xsl?TopPage=1

◆2013年度第1期ケース研修受講申込み受付中！！
募集期間：2013年2月4日（月）15時～3月22日（金）17時（予定）
開催場所：全国33コースで開催予定
開催期間：2013年4月20（土）～ 2013年7月7日（日）
詳細は　http://www.itc.or.jp/authorize/training/?ml=260

◆ITコーディネータ試験・第26回試験 もうすぐ予約〆切り！
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】 1/9（水）～2/25（月）
【試験実施期】 2/1（金）～2/28（木）
詳細は http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?ml=260

◆「IT経営体感ケース研修2013年3月度オープンコース」の申込み受付中！
IT経営体感ケース研修 ストラテジコース（2日間）
3/5（火）、6（水）9：00～18：00　ITコーディネータ協会9F
詳細は　http://www.itc.or.jp/news/20120921.html?ml=260

◆「中小企業のIT経営研究部会」 熊本での研究会の参加者募集
経営情報学会とITCAの共催セミナーです。
日時　 2013年3月29日（金）13：00～30日(土）12：00
詳細は　http://www.itc.or.jp/laboratory/it_20121219.html?ml=260

◆「GQM+StrategiesRの企業・団体への適用研究会」の会員募集（3/13説明会）
IPAでの研究成果をITC活用に活かす自主的な「テーマ研究会」です。
2013年3月13日（水）18時～　ITCA会議室にて初回の説明会を開きます。
http://www.itc.or.jp/laboratory/rsc_community/kenkyuukai_20130221.html?ml=260

◇協会活動＆来訪者カレンダー
http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/katsudou.html?ml=260

◆ITC関連プレスリリース情報
・石垣（2月号）IT化による中小企業のイノベーション
　　　　鈴木建設工業株式会社（ITC澤田徳寿氏）
・週刊BCN（2/4）IT経営の神髄/シンクロン
　　　　下：ホームページで強みをアピール（ITC矢村弘道氏）
・週刊BCN（2/11・18）IT経営の神髄/日伸貴金属
　　　　上：ウェブサイトから新規顧客を呼び込む
　　　　下：体験教室で顧客層を拡大（ITC野中栄一氏）
・週刊BCN（2/18）コンピュータ流通の光と影/大阪府
・北海道建設新聞（2/19）（ITC赤羽幸雄氏）

------------------------------------------------------------------
★．セミナーのお知らせ
（2/23～3/9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◆◇◆◇◆◇
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https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p01.xsl?nendo_F=1

フォローアップ研修（座学）受付中！ 
http://www.itc.or.jp/society/activity/training/fup_schedule.html?ml=260

---------------共催・協賛・後援名義のセミナーのご案内--------------
◆実践商店経営研究会/第4回ITCスキルアップ・セミナー 2/23（土）東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12101790_4

◆ITコーディネータ宮城会/漢方薬局の立ち上げと漢方の現状について
　2/23（土）宮城
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13022580

◆特定非営利活動法人ITC 中部/BizUp セミナー 2/23（土）名古屋
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13032590

◆NPO・IT静岡/ポイント研修セミナー 2/23（土）静岡
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13022780

◆ITCバリューズウエスト
平成25年度IT経営実現のために～IT人材に・・・ 3/2（土）大阪
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12122210

◆生産・物流システム研究会/製造業コンサルティング・ツール～ 3/2（土）大阪
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13012450

◆福岡ITコーディネータ推進協議会
IT経営カンファレンス2013 in 福岡 3/2（土）福岡
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13012740

◆特定非営利活動法人ITC近畿会SaaS/クラウド研究会
第6回ITC近畿会セミナー 3/2（土）大阪
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13022810

◆FRI21/第21回 FRI21セミナー 3/2（土）東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13022880

◆ITC実践研究会/3月セミナー「ビッグデータは～」3/3（日）大阪
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13012530

◆関西サイエンスフォーラム（関西経済同友会） 
　2012年度IT百撰フォーラム－熱く語る！IT活用で～ 3/5（火）大阪
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13012500

◆特定非営利活動法人ITC中部
情報化セミナー2013/IT経営カンファレンス2013 in名古屋
3/5（火）　名古屋
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13023040

◆特定非営利活動法人ITC富山/ITC富山公開セミナー2012 3/8（金）富山
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13102690
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◆特定非営利活動法人WIT他/リスクマネジメントセミナー 3/8（金）大阪
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13012760

◆ITコーディネータ京都/事業継続計画(BCP)セミナー 3/9（土）京都
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T13023050

◇総務省/「テレワーク全国展開プロジェクト」に係る「企業への・・・
2/25（月）熊本、2/27（水）東京、3/1（金）北海道、3/4（月）厚木、3/5
（火）岡山、3/6（水）富山、3/7（木）横須賀、3/8（金）広島　
3/11（月）以降の開催日もあります。
http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2013/telework.html

◇日本商工会議所、松江商工会議所
スマートフォン・タブレット端末活用セミナー 2/26（火）島根
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13022920

◇株式会社BCN/システム開発ベンダーのための競争力強化セミナーVol.2
　2/27（水）大阪
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13022830

◇島根県/「新規事業の成功率を高める手法」2/27（水）島根
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13022940

◇独）情報処理推進機構 技術本部 SEC/「ソフトウェア開発データ白書」・・
　2/28（木）東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12033300_30

◇情報セキュリティシンポジウム道後2013 　2/28（木）3/1（金）愛媛
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13012550

◇株式会社ナノオプト・メディア/Security Days 2/28（木）3/1（金）東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12122270

◇総務省/国内外の電子署名とタイムスタンプの最新動向セミナー
　3/1（金）大阪、3/4（月）東京、3/6（水）福岡
https://research.goo.ne.jp/asp/micseminar.html

◇日本セキュリティ・マネジメント学会/第7回 JSSMセキュリティ公開討論会
　3/2（土）東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13022770

◇独）情報処理推進機構 技術本部 SEC/エンタプライズ系総合セミナー
　3/4（月）～6（水）　東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12033300_31

◇東京商工会議所台東支部IT分科会・台東区
IT活用セミナー「2013年中小企業IT経営力大賞に・・・ 3/5（火）東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13012460
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◇一般社団法人 経営情報学会/第2回JASMINプラクティショナーセミナー
　3/6（水）東京
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13012700

◇神戸ICT操練所/データを宝の山に変えるためのプロの解析術
　3/6（水）神戸
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K13023060

◆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?TopPage=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
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