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

本メールは、弊協会と名刺交換させて頂いた方にもお送りさせて頂いてお 

ります。配信停止・宛先変更等をご希望の方は本メールの末尾をご覧くだ 

さい。 

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

 

ITCA メルマガ「創新」第 306 号◆ポイント足りてますか？ 

 

みなさん、こんにちは。協会の田口です。 

明日から北陸新幹線が開業ですね！新幹線好きな私はとても楽しみです。  

さて、4/1（水） 15：00 から 2015 年度資格更新が始まります。 

ポイントが足りなくてお悩みの方はこちらをご参考ください。 

＜今から間に合う実践力ポイント＞ 

http://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml306 

また、本文の「2. ITC 実践力ポイントに関するご注意」で 2014 年度の 

ポイントの注意事項を掲載していますのでご一読くださいませ。 

 

━━目 次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 1. IT コーディネータ協会インフォメーション 

 2. ITC 実践力ポイントに関するご注意（IT コーディネータの方へ） 

 3. ITC 掲示板 

 4. IT カイゼン研究会：中小企業の IT 利活用シンポジウムのご案内 

 5. セミナーのご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆1◆ IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆IT コーディネータ認定申請登録受付中 

4 月認定をご希望の方は申請登録をお願いします。（3/20 まで） 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/nintei/nintei_top.xsl 

 

◆ケース研修（2015 年度第 1 期） 3/16 より申込み受付開始 

募集期間：3/16（月）15 時 ～ 5/22（金）17 時（予定） 

※但し、6/30（火）迄に初日が開始するコースについては、 

4/17（金）17 時（予定）が募集締切となります（1 次募集締切） 

開催場所、コースは 3/16 に下記 URL にて公開予定です。 

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml306 

 

 

◆あなたの会社は法人会員ではありませんか？ 

http://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml306
http://www.itc.or.jp/authorize/training/
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法人会員の企業にお勤めの方は主催研修や ITC カンファレンスの 

参加料の割引が適用されます。 今一度ご確認ください！ 

http://www.itc.or.jp/guidance/link/?=ml306 

 

◆協会ホームページメンテナンスのお知らせ 

以下の日程で IT コーディネータ協会のホームページのメンテナンスを実 

施致します。ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご了承の 

程宜しくお願い致します。 

日時：３月２７日（金）１８：００～３月２８日（土）１８：００ 

詳細はこちら http://www.itc.or.jp/maintenance20150327.html?=ml306 

 

◆機関誌 18 号受付開始しました！ 

現在絶賛編集中ですので、発行は 3 月中頃の予定です。 

発行後、メールにて閲覧開始のご連絡をさせていただきます。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=ml306 

 

◆中小企業診断協会より「診断士の成功事例」募集のお知らせ 

一般社団法人中小企業診断協会（当協会の副会長団体）は、 

会員診断士を対象に、中小企業経営者と診断士が成し遂げた 

経営革新や創業・転業等の成功事例の募集を開始されました。 

最優秀事例には会長賞と副賞が授与され、同協会のシンポジウム 

や関係機関のイベント等で広く紹介される予定です。 

詳細は以下のＵＲＬをご覧下さい。 

http://www.j-smeca.jp/attach/koueki/best_practice.pdf 

 

◆ITC 関連プレスリリース情報 

・北國新聞（2/19） 

・福島民友（2/26） 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆2◆ ITC 実践力ポイントに関するご注意（IT コーディネータの方へ） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

4/1 から始まる 2015 年度資格更新に向けて、ポイントに関する注意事項を 

お知らせ致します。 

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

1、e ラーニングのポイントについて 

トレンドセミナー、Web カンファレンスなど、協会主催の e ラーニングの 

ポイント付与には、アンケートのご回答が必須となっております。 

3/31 までにアンケートにご回答頂いた分が 2014 年度のポイント扱いと 

なりますのでご注意ください。 

 

2、協会から登録するポイントについて 
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機関誌や、協会主催セミナー、e ラーニング等の協会から登録する 

ポイントは順次登録しております。1 か月たっても登録がない場合は、 

お手数ですが協会までお問い合わせください。 

 

3、2014 年度のポイントが心配な方 

今から間に合う実践力ポイントを下記 URL に纏めております。 

こちらをご参考ください。 

http://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml306 

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

ポイント登録のページはこちら（IE 推奨） 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/point/p_index.xsl 

 

●資格更新の流れや注意事項はこちらのページをご確認ください。 

http://www.itc.or.jp/news/20150220.html?=ml306 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆3◆ ITC 掲示板 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●大澤昌氏（秋田県）の著書が発行になります 

「自治体職員のための行政情報システム入門 ―変化に対応できる 

行政情報システムを次世代に残すには」（4/1 発行） 

http://goo.gl/0R70GD 

 

●月一連載/第 5 回 

週刊 BCN（3/2）地方 IT の現実～地域密着 ITC が本音を語る～ 

       京都府の実情（坂田岳史氏） 

       大阪 IT 市場の今（ITC 近畿会） 

 

「週刊 BCN」が ITC 特別価格でご購読いただけます！ 

認定刊行物ですので、ポイント付与対象になります。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/book/bcnitc.html?=ml306 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆4◆ IT カイゼン研究会：中小企業の IT 利活用シンポジウムのご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

IT コーディネータ協会内の WG、IT カイゼン研究会よりお知らせ 

IT カイゼン研究会とは http://www.itc.or.jp/news/201325.html?=ml306 

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

中小企業情報連携基盤推進委員会（旧：データ連携調査研究委員会）では、 

中小企業の IT 活用を促進するための調査研究を進めてきましたが、ようや 

く実用化・普及の段階となりました。今年度からは東京商工会議所様の専 
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門家派遣事業に正式に取り上げていただきました。 

これを受けて、この度「IT カイゼン」をテーマとするシンポジウムを 

IT コーディネータ協会 IT カイゼン研究会が開催する運びとなりました。 

東京中小企業診断協会 SCM と IT 経営実践研究会との共同開催です。 

 

このシンポジウムでは「IT カイゼン手法」を提唱された法政大学西岡教授 

の講演と、同じく西岡教授が開発された IT カイゼンツール「コンテキサー」 

を活用した実践事例を今野製作所今野社長より発表していただきます。 

 

狙いは社内の IT活用が EXCELにとどまっている多数の中小規模中小企業の 

レベルアップであり、今野製作所様は 30 名規模の製造業でありながら自力 

で素晴らしい活用実績を実現されています。 

今野製作所様では社内の IT カイゼン取組は最終段階に入っており、今年度 

は見積システムと工程進捗システムの構築を進めておられます。また企業 

内の取組みだけでなく、複数の企業との連携事業モデル構築を目指した取 

組もスタートしています。 

 

◆◆中小企業の IT 利活用シンポジウム◆◆ 

開催日時：：3/25（土）13：30～18：00 

会場：イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA 

   http://www.synqa.jp/access/ 

お申込み、詳細はこちら： 

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

15033190 

※シンポジウムの前に最新オフィス見学会（12:30～13：20）を開催します。 

イトーキ SYNQA 見学ツアー：定員 40 名 無料（お申込み先着順） 

ご希望の場合はお申し込みの際にお知らせください。 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆5◆ セミナーのお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

直近 2 週間以内に開催するセミナー情報をまとめました。 

フォローアップ研修のスケジュールや、ITC 協会が後援するセミナーは 

こちらをご覧ください。 

http://www.itc.or.jp/news/306.html?=ml306 

 

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

↓ 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?=ml306 

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。 

http://www.synqa.jp/access/
http://www.itc.or.jp/news/306.html?=ml306
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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。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml306 

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

発行／編集： IT コーディネータ協会 メルマガ担当：田口 

 


