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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◆新任理事よりご挨拶/ITC カンファレンス【早割は 8/16 ま

で】 

 

みなさん、こんにちは。協会の田口です。 

巷では夏休みに入りましたね。皆さんの夏休みのご予定はいかがですか？ 

私はしばらく夏休みを取っていなかったのですが、毎年 8 月に開催してい 

た ITC カンファレンスが今年は 10 月開催になったので、今年はお盆に 

休みを取って、白馬の八方池に山歩きに行く予定です。とても楽しみ！ 

 

さて、今年の ITC カンファレンスは早目のお申込みがお得です！ 

お盆休みに入る前にお申込みくださいね！【早割は 8 月 16 日まで】 

お申込みは協会インフォメーションをご覧ください。 

 

━━目 次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 1. 平成 27 年度 新任理事よりご挨拶 

 2. IT コーディネータ協会インフォメーション 

 3. ITC 掲示板 

 4. セミナーのご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆1◆ 平成 27 年度 新理事よりご挨拶  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

先月に総会が行われ、新しい理事が就任しました。 

新任理事の挨拶文をホームページに掲載しましたのでご紹介いたします。 

7 名の新任理事のうち、先に 4 名のご紹介です。（順次更新予定） 

 

・室脇 慶彦（株式会社 野村総合研究所 理事） 

・栗脇 昭博（ＩＴＣパートナーズ 代表、福岡 ITC 推進協議会 会長） 

・前田 尚次（四国ＩＴＣ協議会 会長） 

・中塚 一雄（ＩＴコーディネータ協会 常務理事 兼 事務局長） 

 

挨拶文と理事の経歴はこちらからご覧ください↓ 

http://www.itc.or.jp/society/itca/2015newyakuin.html?=ml315 

 

http://www.itc.or.jp/society/itca/2015newyakuin.html
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆2◆ IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆ITC カンファレンス 2015 開催のお知らせ 

ITC カンファレンス 2015 の申込みが始まっています！ 

8 月 16 日までのお申込みで更にお得！ 詳細・お申込みはこちら 

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2015/index.html?=ml

315 

 

★☆ 今年もやります！出展ブース！ ☆★ 

出展ブースの募集を開始いたしました。お申込みはお早目に！！ 

http://www.itc.or.jp/news/itcconference_2015.html?=ml315 

 

 

◆平成 27 年度通常総会開催報告を更新しました（会員限定） 

先月行われた総会の開催報告をホームページに掲載しました。 

協会会員様のみ閲覧できます。 

http://www.itc.or.jp/guidance/special/?=ml315 

 

 

◆IT コーディネータ試験予約受付中です！お申込みお待ちしています。 

・試験予約期間：2015 年 7 月 1 日（水）～ 8 月 25 日（火） 

・試験実施期間：2015 年 8 月 1 日（土）～ 9 月 10 日（木） 

合格できるか不安・・という方は、試験対策情報を参考ください！ 

http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml315 

 

試験お申込みページはこちら 

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml315 

 

 

◆「戦略的ＷＥＢ活用セミナー」のご案内 

8 月 1 日から「戦略的ＷＥＢ活用セミナー」を開催します。 

中小企業のＷＥＢ活用の全てを合計１５のエピソード（講義）で学べます。 

東京商工会議所の会員向けでは全て満席の実績をあげ、受講者した経営者 

から高く評価されています。実践的なＷＥＢ活用支援手法を手にいれて、 

ご自身のビジネスに活用ください。 

■2015 年 8 月 1 日～9 月 5 日 毎週土曜日（8 月 15 日除く） 

■会場：渋谷セミナールーム（東京都渋谷区） 

■受講料：1 講義 5,000 円（税込） 

■実践力ポイント：ITCA 主催セミナーとして 1 講義あたり 2 ポイント付与 

■申込方法：以下の URL の申し込みフォームからお申し込みください 

      http://webkatu.jp/seminar2015/ 

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2015/index.html?=ml315
http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2015/index.html?=ml315
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      ※ITC の申し込みはフォームの最後の項目「ITC 認定番号」を 

       入力してください 

 

 

◆届出組織からのお知らせ：『創業体験講座＆創業スクール』のご紹介 

届出組織 (NPO)東京 IT コーディネータ では創業にご興味のある方に 

対し、以下の通り実施して参ります。 

体験講座： 

8 月 1 日（土）こちらは「創業スクール」のご紹介（無料） 

創業スクール（首都圏 IT 利活用型ビジネス 創業スクール）： 

9 月 5 日～9 月 26（計 4 回 全て土曜日開催） 

詳細は URL をご覧ください http://www.npo-tokyoitc.jp/ 

 

 

◆COMPASS2015 年夏号が刊行になりました！ 

特集では、激しい競争の中でも顧客から支持される一歩踏み込んだ経営を 

している 3 社を紹介します。 

IT コーディネータ事例は、用松節子氏（支援先企業 AG リミテッド社）で 

す。新しい連載執筆陣に藤岡秀和氏、和田喜充氏、Web 活用ポイントの解 

説（インタビュー）に野中栄一氏が登場します。 

また、巻頭インタビューでは、「IT 活用サポート事業」にて IT コーディネ 

ータの派遣を行っている西武信用金庫の落合寛司理事長に、同金庫の経営 

方針および専門家との連携について語っていただきます。 

COMPASS はセミナー等無料でお使いいただけます。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html

?=ml315 

 

 

◆ITC 関連プレスリリース情報 

・日刊工業新聞（6/19） 

・商業界（8 月号）乗山徹氏 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆3◆ ITC 掲示板 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【書籍ご案内】 

村阪 浩司 氏： 

これ１冊でできるわかる 小さな会社のマイナンバー制度やるべきこと、 

気をつけること 

http://www.amazon.co.jp/dp/4860638026/ 

 

 

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html
http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html
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＜書籍の紹介しませんか？＞ 

ITC 掲示板コーナーでは IT コーディネータが出版した書籍や、 

メディアでの連載などを紹介しております。 

掲載のご希望は melmaga@itc.or.jp までお気軽にご連絡下さい。 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆4◆ 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/315.html?=ml315 

 

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

↓ 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。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml315 

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

発行／編集： IT コーディネータ協会 メルマガ担当：田口 

 


