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

本メールは、『 ITC＋』にご登録頂いている方に配信しておりま  

す。配信停止をご希望の場合は、メール末尾をご覧ください。  

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

 

【 ITCA メルマガ 372 号】実務活動報告書の集計データ公開しました。 

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

今週金曜・土曜日は ITC カンファレンス 2017 です。  

ITC カンファレンスは企画から運営まで殆ど協会スタッフ中心に  

行っています。昨日はカンファレンス当日に配布する資料の  

セット作業を行いました。スタッフ一同鋭意準備中です！  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/comingsoon.html?

=ml372 

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 実務活動報告書  集計データを公開しました  

 2. ITC カンファレンス 2017 受付方法のご案内（再掲）  

 3.  ITC 協会からお知らせ  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  実務活動報告書  集計データを公開しました  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2017 年度実務活動報告  集計データのご報告  

 

2017 年度に資格更新された全 IT コーディネータの方々に報告  

いただいた「 2017 年度実務活動報告」データの集計データを公開  

いたします。  

全 IT コーディネータの方々の活動現場からの貴重なデータが  

集まりました。ご協力ありがとうございます。  

このデータを皆さまのお仕事に有効に活用ください。  

 

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/about/press/index.html?=ml372 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC カンファレンス 2017 受付方法のご案内（再掲）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/comingsoon.html?=ml372
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/comingsoon.html?=ml372
https://www.itc.or.jp/about/press/index.html?=ml372
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今週金曜より『 ITC カンファレンス 2017』の開催となります。  

当日の受付方法をご案内致します。  

―――――― ITC カンファレンス 2017 開催概要――――――――  

 

■開催日時  2017 年 11 月 24 日（金）  ～  25 日（土）  

※受付時間： 1 日目は 12:00、 2 日目は 9:00 より開始します。  

 

■会場  ベルサール新宿グランド  

    新宿区西新宿 8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー  1F 

 

―――――――――――――――――――――――――――――  

 

＜参加される皆様へお願い＞  

ご招待を含めた全ての参加者は、 QR コードでの受付となります。  

必ず QR コードが表示されるスマートフォン、又は  QR コードを印刷  

し、会場までお越しください。  

 

チケットログイン画面はこちら  

https://peatix.com/signin?login=1 

※パソコンでチケットを確認する方法はこちら  

https://help.peatix.com/customer/portal/articles/1193319 

 

 

■当日参加について（事前申込なし）  

当日のご参加も可能ですが、参加料のお支払方法はクレジットカー  

ド決済のみとなります。  

※交流会は当日枠を若干設けています。ご希望の早めにお申し出く

ださい。  

 

■事前申し込みは明日【 11 月 22 日（水）】 17： 00 まで！！  

クレジットカード決済以外のお支払方法をご希望の場合は、  

事前に WEB よりお申込みください。（開催前のご入金が必要のため） 

＜ ITC カンファレンス  事前お申込みはこちら＞  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml372 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ケース研修のお申込みは終了しました。  

たくさんのお申し込みありがとうございました。  

お申込みに間に合わなかった方は、ご希望コースを記入の上、  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml372
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ケース研修事務局宛 （  casekenshu123@itc.or.jp ）ご連絡下さ

い！！  

https://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml372 

 

 

ITCA セミナー： kintone 活用、モバイルアプリ開発をビジネスに活

かしましょう！  

～ kintone やモバイルアプリを自ら活用、開発してビジネスに活か

すお話～  

開催日： 12 月 14 日（木） 14： 00-16： 10（２部構成）  

【第 1 部】：「クラウド型データベースアプリ「 kintone」活用の勘ど

ころ」  

講師：山本 IT 経営支援オフィス  山本  一郎  氏  （ IT コーディネ

ータ）  

【第 2 部】：「 HTML5 で実現するモバイルアプリ開発と中小企業にお

ける活用事例」  

講師：アシアル株式会社  塚田  亮一  氏  

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

詳細：お申込みはこちら（ライブストリーミングと会場参加型）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/system1214.html?=ml372 

 

 

◆フォローアップ研修の新講座のご紹介  

「 IT コーディネータのための「ファシリテーション」の指導スキル」 

 ～ファシリテーション勉強会を運営するために～  

ファシリテーションを指導するスキルを体得していただきます。  

「教えることは学ぶこと」でもありますので、必ずしも講師を務め  

る予定がない方でも、自身のスキルアップとして、ぜひ、ご参加  

ください。特典として、ファシリテーション基礎スキルの教材を  

ppt ファイル形式で提供します。  

開催日： 2018 年 1 月 13 日（土） 10： 00-17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室   

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d8it.html?=ml372 

※フォローアップ研修対象  

 

 

◆ COMPASS2018 年冬号が刊行になりました！  

特集では、「店舗と IT」を中心に、 IT 活用の潮流を整理しました。  

ネットワーク時代の情報セキュリティも紹介しています。  

IT コーディネータの支援事例は、小笠原富美子氏による店舗経営  

支援事例（埼玉県よろず支援拠点）、堀明人氏による多摩 IT フォー  

ラム活動事例。また、梶川祐朗氏による寄稿もいただいています。  

mailto:casekenshu123@itc.or.jp
https://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml372
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/system1214.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d8it.html?=ml371
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ITC の方は無料でご利用いただけます。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_inde

x.html 

 

 

◆「サイバーセキュリティ経営ガイドライン  Ver2.0」が公開されま

した。  

http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171116003/20171116003.

html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■ビジネス・コミュニケーション・スキルワークショップ  

～仕事上のコミュニケーションはスキルである！～  

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

※（受講特典） BCSA の受講者用 ID とビジネス用 ID。受講後に  

ご自身の会社や取引先様に活用してみてはどうでしょうか！！  

ITCA×CompTIA：この講座では、実際のワークショップを体験し、  

どの企業でも無理なく、分かりやすく、納得した上で展開できる  

ビジネス・コミュニケーション・スキルの戦略的実践を学びます。  

自身のスキルアップに、もしくは社内や顧客先でのコミュニケー  

ションスキルを向上させたい皆様に最適なコースです。  

開催日： 11 月 29 日（水）  13:30～ 17:00 

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml3

72 

 

 

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

■働き方改革プロジェクトリーダー養成コース  

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

本セミナーでは、自社の働き方改革のリーディングを担当する  

経営層、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバー、現場  

推進者などの方を対象に、企業と個人の両方に成果を出す改革の  

進め方について、事例を交えながら基本的な考え方と実践のヒント  

を解説します。生産性向上、多様な人材活用、リスク対応力強化  

（ BCP： Business Continuity Plan 事業継続計画）、ワーク・  

ライフ・バランス実現といった目的達成を目指して、プロジェ  

クトをどう進めたらよいか、自社の現状を振り返りながら考えて  

https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html
https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171116003/20171116003.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171116003/20171116003.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml371
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いただく場です。  

開催日： 12 月 1 日（金） 10:00～ 17:00 

詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170267.html ?=ml372 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「経営者と考えるデザイン思考」   

～問題解決型アプローチから未来志向へ～  

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

人間中心のイノベーション手法として注目されている『デザイン  

思考』を実在する企業をケースにワークショップを行います。  

ワークショップを通じて、これまで慣れ親しんだ問題解決型アプ  

ローチではなく未来志向型アプローチを体感していただきます。  

ワークショップでは、アクティブリスニング、オープンスペース  

ミーティング、ワールドカフェ、 AI（アプリシエイティブ・  

インクワイアリー）など人間中心のイノベーションに必須の  

「関係性の質の向上（成功循環モデル）」に効果的な注目の手法も  

盛り込んでいます。また未来のイメージを共有するためのプロト  

タイプ作成、即興ストーリーテリングも実施します。 ITC として  

のコミュニケーション能力・表現力向上に寄与します。  

開催日： 12 月 2 日（金） 10:00～ 17:00 東京  

    12 月 3 日（金） 10:00～ 17:00 大阪  

詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml3

72 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「 IoT 導入コンサルタント研修」のご紹介（ 2 講座）  

～ IoT 導入を支援できる IT コンサルタントになろう～  

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

※「中小企業のための IoT 導入ガイド」をもとにした研修です  

IT コーディネータが、中小企業の経営に役立つ IoT 導入のために、 

IoT の特長や中小企業の実態を理解するための研修です。さらに  

IoT 導入効果である「見える化」「改善・管理」「付加価値創出」  

の模擬体験を通じて実践力をつけていただく演習を用意しました。  

IoT 導入プロセス研修： 12 月 8 日（金） 13： 30～ 16： 30 

IoT 導入コンサルタント実践演習：12 月 19 日（火）10：00～ 17：00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170267.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml371
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https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iotconsulting.html?=ml3

72 

 

 

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

■ (岐阜開催 )ITC のための実践 AI 

～ AI ビジネスを支援できる ITC になろう～  

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

※実際に AI を体験できます！！  

Watson と Azure を用いて実際に AI を体験することにより、  

ITC として中小企業経営者の AI に関する質問にどう答えるか、  

自らなりの知見を得る機会を提供します  

開催日： 12 月 18 日（月） 10： 00～ 17： 00 

会場： (岐阜県 )ソフトピアジャパンセンター  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml372 

 

 

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

■金融機関連携ビジネス研修  

～金融機関に必要とされるＩＴコーディネータとは？～  

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

金融庁の金融行政方針が大きく変わった今が、金融機関連携の  

絶好の機会！金融機関とビジネスを行うための成功ノウハウを  

伝授します！！  

金融機関とビジネスがしたいＩＴＣの仲間を募集中です！  

開催日： 1 月 19 日（金） 10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml372 

 

 

その他のセミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage 

 

開催地やキーワードで検索が出来ます。  

※後援セミナーは、検索画面のカテゴリを「後援研修」に設定  

し、「この条件で絞り込む」ボタンを押すと表示されます。  

 

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

↓  各種問合せ先  ↓  

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

感想、掲載内容のリクエストは随時募集中！  

melmaga@itc.or.jp までお気軽にご連絡下さい。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iotconsulting.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iotconsulting.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml372
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml372
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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*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。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml37

2 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml371

