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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 373 号】 ITC カンファレンスお礼 /年末年始休業に

ついて  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

ジングルベール ♪ジングルベール ♪クリスマス ♪ 

今号のメルマガの読者プレゼントはクリスマス特別企画！  

なんと e ラーニングの無料視聴券を 5 名様にプレゼントします。  

詳細は読者プレゼントコーナーをご覧ください。  

たくさんのご応募お待ちしております！  

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC カンファレンス  2017 へのご参加、ありがとうございまし

た！  

 2.  年末年始休業のお知らせ  

 3.  ITC 協会からお知らせ  

 4. 読者プレゼントのお知らせ  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC カンファレンス  2017 へのご参加、ありがとうございま

した！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

          ITC カンファレンス 2017 大会事務局（山川） 

 

16 回目を数える ITC カンファレンス 2017 を、 11/24、 25 の 2 日間、 

西新宿のベルサール新宿グランドにて開催いたしました。参加いた  

だきました皆様、ありがとうございます。  

入場者数は、 3 年連続で前年比増の 1500 名を越える方にご参加い  

ただき、たいへん盛会となりました。  

 

ご講演いただきました講師の皆様、全国からの参加者の皆様、  

お手伝いいただいた ITC さん、技術・運営 STAFF の皆さん、出展  

各社様、関係団体の方々、カンファレンスを応援いただいた皆様  

のおかげで無事に開催することができました。心から御礼申し上  

げます。  
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今年は昨年に続き、 2 日目プログラム中に 2 トラックへの会場変  

更を行ないました。 2 度目ということもあり、スタッフも参加者の  

方の移動もスムーズに行なえていたように思います。  

ITC の皆様のご意見を基に、一昨年の会場変更とともに、様々な  

変化・改善を行なってまいりました。  

今年のシステム面では 2 日目のトラック別の受付を行なえるよう  

にし、ソフト面では時間をかけてプログラムの選定に注力をいたし

ました。  

 

続きはこちら  

https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017_report.html?=ml373  

 

写真で振り返る ITC カンファレンス 2017 はこちら  

https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017_report_photo.html?=ml373  

 

■カンファレンスにご参加頂いた皆様へ  

ポイント付与にあたってはアンケートの回答が必要です。  

アンケートの回答はこちら  

https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017.html?=ml373 

※ポイント付与は年明け 1 月中に行う予定です。  

しばらくお待ちください。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  年末年始休業のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

弊協会の年末年始につきまして、下記の通りご案内いたします。  

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただき  

ますようお願い申し上げます  

 

年末年始休業日： 12 月  29 日（金）～ 1 月  3 日（水）  

 

※なお、休業期間中にメールで頂戴したお問い合わせ等につきまし

ては、  

1 月 4 日（木）以降、順次対応致しますのでどうぞよろしくお願い

申し上げます。  

 

https://www.itc.or.jp/news/2017nenmatsu.html?=ml373 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  協会からのお知らせ  

https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017_report.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017_report_photo.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/news/2017nenmatsu.html?=ml373
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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆週刊 BCN に弊協会会長のインタビュー記事が掲載されました！  

今年 6 月に新会長が就任し、「第 2 の創業計画」について語っていま

す。  

https://www.weeklybcn.com/journal/keyperson/detail/20171128_

159674.html 

 

 

◆フォローアップ研修新講座のご紹介  

「事例で学ぶ、ささる指標の創り方」  

 ～行動につながる経営力向上計画と役立つツール紹介～  

せっかく立てた戦略や目標は、なぜ実行されないのか？計画倒れ  

で終わってしまうのか？企画担当者にとってのこの悩ましい問題の  

本質に切り込み、様々なツールを使って、実行につながる「ささ  

る指標」の作成の道筋を学びます。  

開催日： 2018 年 2 月 28 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/d9.html?=ml373 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  読者プレゼントのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

今回の読者プレゼントはクリスマス特別企画！  

いつもメルマガをお読み頂いている皆様に協会からクリスマス  

プレゼントをご用意しました。抽選で 5 名様にプレゼントします！  

 

＜プレゼント商品＞  

◆「 ITC のための IoT＋ AI 基礎講座」（ e ラーニング）無料視聴券  

（ IT コーディネータの方には 2 ポイント付与されます）  

コース内容詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/a5_itciotai.html?=ml373 

 

応募締め切り： 12 月 17 日（日曜日）まで  

※当選された方には後日ご連絡致します。  

たくさんのご応募お待ちしております ( ﾟ∀ﾟ)ﾉ 

 

読者プレゼントのご応募はこちら  

https://pro.form-mailer.jp/fms/808527ff120643 

 

https://www.weeklybcn.com/journal/keyperson/detail/20171128_159674.html
https://www.weeklybcn.com/journal/keyperson/detail/20171128_159674.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d9.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/a5_itciotai.html?=ml373
https://pro.form-mailer.jp/fms/808527ff120643
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

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

■システムの信頼性向上に向けたソフトウェア開発定量管理の勧め  

定量的データに基づくソフトウェア開発のプロセス改善を目指して  

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

IPA/SEC では、エンタプライズ系ソフトウェア開発のプロジェク  

トデータを収集・分析した「ソフトウェア開発データ白書」を定  

期的に発行してきました。「ソフトウェア開発データが語るメッセ  

ージ」 (以下メッセージ）は、最新の白書データを分析し、プロ  

ジェクトの評価や改善の指針となる考察結果をまとめたものです。  

本セミナーでは、本メッセージを中心に、定量管理の基本となる  

考え方と最新版の白書について紹介します  

開催日： 2017 年 12 月 13 日（水） 14： 30～ 17： 50 

会場：文京グリーンコートセンターオフィス 13 階（ IPA 内会議室） 

詳細・お申し込みはこちら  

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171213.html 

 

 

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

■ 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～  

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

【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  

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

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?=ml373 

 

 

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

■（大阪開催）イノベーションを起こす！  

ビジネスを「創る」ためのデザイン思考ワークショップ  

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171213.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/system1214.html?=ml373
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---------------------------------------------------------- 

本ワークショップでは、「どうすれば顧客が抱えている障害を減ら  

してハッピーにできるか？」といった人間を中心に設計された  

問題解決を図るイノベーション手法である「デザイン思考」を  

ワークショップ形式で体験し、顧客の問題の本質、真のニーズを  

発見し新たな価値を創出するプロセスを体得していただきます。  

開催日： 12 月 16 日（土） 10： 00～ 17： 00 

会場：エル大阪  第 3 研修室   

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170275.html?=ml3

73 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

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

■（名古屋開催）効果的なＲＦＰ（提案依頼書）の作り方  

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

研修の前半（午前の部）は座学によって、ＲＦＰ（提案依頼書）の  

基礎知識を徹底的に解説します。研修の後半（午後の部）は実際  

のＲＦＰ作成コンサル案件の実例を用い、ケーススタディとして  

グループ討議を経てＲＦＰそのものを作ります。  

成果発表ではロールプレイイングを取り入れ、グループごとに  

ＲＦＰ策定プロジェクトチームとＩＴベンダーチームに分かれ、  

質疑応答を通して策定したＲＦＰの問題点を抽出し、ブラッシュ  

アップします。  

開催日： 2017 年 12 月 16 日 (土 )10： 00～ 17： 00 

会場：株式会社名古屋ソフトウェアセンター  セミナー室Ⅱ   

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150189.html?=ml3

73 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

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

■ (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?=ml373 

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170275.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170275.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150189.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150189.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml373
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---------------------------------------------------------- 

■ .「 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の基礎スキルを、自社内、またはクライアン  

ト内で指導することができるようになります。あるいは、自身が、  

ファシリテーション基礎研修を主催して講師を務めることができる  

ようになります。この研修では、「 IT コーディネータのための  

ファシリテーション基礎スキル」（別途開催）で使用しているテキ  

ストを用いて、同研修の運営スキルを学んでいただきます。  

「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。  

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  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d8it.html?=ml373 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

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

■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?=ml373 

 

 

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  ↓  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d8it.html?=ml373
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml373
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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************************************************************ 

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。  

*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

3 

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

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?=ml373
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml373

