
 1 / 6 

 

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

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 376 号】住所確認のお願い（ ITC 向け）/お知らせい

ろいろ  

 

みなさん、こんにちは。 ITC 協会の田口です。  

東京では先日大雪となりました。私の家の周りでも 15cm くらい  

は積もっていたように思います。雪だるまを作ろうかと思いまし  

たが、手袋がなかったので始めて 1 分くらいであきらめました。  

 

さて、今号のメルマガは IT コーディネータの方へのお知らせを  

メインにお送り致します。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. IT コーディネータの皆様へ：郵送先住所確認のお願い  

 2.  ITC 協会からお知らせ  

 3.  関連団体よりお知らせ（ IPA）  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  IT コーディネータの皆様へ：郵送先住所確認のお願い  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

IT コーディネータの皆様へ  

既にご案内をしておりますが、3 月上旬に「資格更新のご案内一式」  

を発送致します。引っ越し、転職、会社の移転等でご住所が変わっ  

ていませんか？皆様のお手元に届きますよう、郵送先のご住所が  

お間違いないか今一度ご確認をお願い致します。  

（既にご確認済みの方は問題ございません。）  

 

■ ITC＋メンバーページのログインはこちら  

https://itca.force.com/itcploginpage 

 

「ご案内」は 2 月 5 日時点で連絡先となっているご住所宛に発送  

となります。発送時期は 3 月上旬を予定しております。  

※海外在住の方は、申し訳ございませんが発送対象外になります。  

 

 

https://itca.force.com/itcploginpage
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 協会からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆メンテナンスのお知らせ  

電気設備法定点検に伴う停電の為、下記の日時にて固定電話・FAX を  

停止させて頂きます。  

停止期間：  2 月 3 日（土） 18： 00 ～  2 月 5 日（月）  10： 00 ま

で  

※ WEB サービスは通常通りご利用いただけます。  

https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml376 

 

 

◆今から間に合う実践力ポイントのご紹介  

ITC の方は 4 月に資格更新手続きが始まります。  

今から間に合う実践力ポイントをまとめましたのでご活用ください。 

https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml376 

 

 

◆機関誌「架け橋」 23 号は 2 月発行予定です。  

23 号の特集記事は「 ITC ならではの IoT 導入事例」です。  

色々な事例を掲載しますので、ご期待ください。  

22 号の「企業内 ITC 特集」も販売中です！  

 

 

◆2 月より IT コーディネータ試験始まります！  

・試験予約期間： 2 月 1 日（木）～  3 月 12 日（月）  

・試験実施期間： 2 月 13 日（火）～  3 月 15 日（木）  

IT コーディネータの方は試験の合格で 10 ポイント取得出来ます。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml376 

受験対策講座はこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml

376 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  関連団体よりお知らせ（ IPA）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

独）情報処理推進機構（ IPA）よりお知らせです。  

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

 

■中小企業向け情報セキュリティセミナー  （ IPA 主催）  

https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml376
https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml376
https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml376
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml376
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml376
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 ～始めましょう  SECURITY ACTION！～  

 最新の情報セキュリティ動向や「 SECURITY ACTION 制度」の  

申請手順等をご説明するセミナーを全国 7 カ所で開催いたします。  

◆日程： 2018 年 2 月 9 日～ 3 月 14 日   

◆会場：全国 7 ヵ所（北海道、宮城、長野、大阪、広島、香川、福

岡）  

◆対象：IT をビジネスに活用している、しようとしている中小企業・

団体  

情報セキュリティへの取組みを考えはじめている中小企業・団体  

◆参加費：無料  

◆特典：会場で SECURITY ACTION に申請した方にはパスワード啓発

マンガ  

ポスターまたは学習マンガ「書籍サイバーセキュリティのひみつ」

を提供  

詳細はこちら  

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/caravan/ 

 

 

■情報セキュリティ対策支援サイト公開のご案内  （ IPA）  

このたび、 IPA は中小企業を中心に、企業・組織内の情報セキュ  

リティ対策水準の向上を支援する「情報セキュリティ対策支援サ  

イト」を公開しました。 ITC の方には、 IPA が作成・公開してい  

る情報セキュリティに関する資料やツールを利用可能ですので  

是非、積極的にご利用ください。  

詳しくはこちらをご覧ください。  

「情報セキュリティ対策支援サイト」  

https://security-shien.ipa.go.jp/ 

■本件に関するお問い合わせ先  

IPA 技術本部  セキュリティセンター  普及グループ  

E-mail: isec-secushien-info@ipa.go.jp 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■必見！必修！必須！ IoT に求められるセキュリティ対策  

～セキュリティ連鎖リスクの高い IoT 機器・システム・サービスを  

安全に活用しよう～  

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

【第 1 部】：「 IoT 特有のセキュリティリスクとその対策」  

       ～ IoT セキュリティガイドライン  ver1.0 と今後の展望～   

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/caravan/
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講師： MCPC 特別参与   山澤  昌夫氏（工学博士）  

【第 2 部】：「 IoT 導入時におけるセキュリティ対策の事例と課題例」  

講師：株式会社叢雲堂  池谷  隆典氏（ IT コーディネータ）  

開催日：  1 月 30 日 (火 )  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/130_iot.html?=ml376 

 

 

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

■マイナンバー制度の民間ビジネス活用セミナー  

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

マイナンバー制度への取り組み支援として、今年は「【民間活用  

編】マイナンバー制度の民間ビジネス活用セミナー (2017 年度  

版）」を開催します。  

※特典として、研修修了者には企業向けセミナー・説明会等を  

実施する際に使用できる PPT 資料を電子媒体で提供いたします  

（修了者のみ使用可）。  

開催日： 1 月 31 日（水） 18： 00～ 20： 00 

場所： 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/mynumber/72017.html?=ml376 

※ 2 月 16 日、 3 月 16 日も開催を予定しております。  

 

 

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

■支援機関連携ビジネス研修  

～支援機関に必要とされる IT コーディネータとは？～  

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

先駆者ノウハウ大公開！小規模事業者・中小企業支援と IT 利活用  

促進の要である様々な支援機関と手を組んで IT コーディネータと  

してのビジネスを確立させよう！！  

開催日：  2 月 9 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-shienkikan.html?=ml376 

※本講座は ITC 向けの ITCA 研修でございますが、今回、フォロー  

アップ対象講座としても設定いたしました。フォローアップ対象の  

方もぜひ受講ください。  

 

 

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

■デザイン思考×システム思考を活かしたソリューション提案入門  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/130_iot.html?=ml376
https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml376
https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml376
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---------------------------------------------------------- 

ソリューション提案を可能にするためには、ビジネスをデザイン  

する「デザイン思考」とともに、導き出されたデザインをシステム

化  

する「システム思考」のスキルが必要となります。   

そこで本セミナーでは、大塚有希子博士（システムデザインマネジ  

メント学  慶應義塾大学）を講師としてお招きし、「ソリューション  

提案」に結びつく要求分析やアイデアの創出について学んでいただ

きます。  

開催日：  2 月 14 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/foritc/seminar/post_20170257.html?=ml3

76 

※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。  

 

 

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

■厚切りジェイソン氏も登壇！  

ガートナー  カスタマー・エクスペリエンス  サミット  

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

カスタマー・エクスペリエンス（ CX）を推進するビジネスリー  

ダーと IT リーダーのための 2 日間です。  

「カスタマー・エクスペリエンス」は過去 5 年にわたり CEO,CIO, 

CMO にとっての最優先課題となっています。本サミットでは顧客  

満足度、ロイヤリティ、アドボカシの改善を通じた将来の皆様の  

ビジネスの成長に結びつくカスタマー・エクスペリエンス戦略の  

策定を支援いたします。  

【参加メリット】  

・国内外のアナリストが最新の分析、事例、実践すべきプラクティ

スを提言  

・個別の課題について相談できるアナリストとの個別ミーティング  

・アナリストや参加者同士のネットワーク構築の機会  

・様々な協会等（ ITCA 含む）の教育ポイント・クレジット対象  

【会期】 2 月 19（月）・ 20 日（火）  

【会場】東京コンファレンスセンター品川  

【参加料金】通常価格  110,000 円（ 1 名様・税別）  

※グループ特別割引  －  同時に 4 名様ご登録で 1 名様分無料  

イベントの詳細・参加お申込みはこちら  

https://goo.gl/1CfoPC 

 

 

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

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170257.html?=ml376
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170257.html?=ml376
https://goo.gl/1CfoPC
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■自治体ビジネス研修「上級編」  

～立ち位置の違う支援者と職員とあなた～  

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

☆企業内 ITC 必見！オンラインゲストスピーカー  

宮城県 IT アドバイザ  本田秀行氏  

導入支援、総合評価サポートなど内容充実でディスカッション可  

☆現支援者必須！オンラインゲストスピーカー  

職員  摂津市、千曲市（予定）  

自治体情報政策全般に必要な知識、リアルな事例  

最近の CIO 補佐官の公募状況等  

開催日：  2 月 23 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/foritc/seminar/jichitai.html?=ml376 

※受講条件あります上記詳細頁にてご確認ください  

 

 

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。  

*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

6 

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

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/foritc/seminar/jichitai.html?=ml376
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml376
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml376

