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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◆締切迫る！早割は 8/16 まで！ 

 

みなさん、こんにちは。協会の田口です。 

暑いですねー。この暑さのおかげで若干痩せた気がします。 

この前、東京の谷中にあるかき氷のお店に行きました。ここは冬でも行列 

ができるお店で、今の季節だと整理券を配るほど超人気！お店のかき氷は 

とても美味しかったです。 

 

さて、今回のメルマガでは ITC カンファレンスの基調講演をご紹介します。 

お得な早割料金はもうすぐ終了となりますので、お早目にお申込みくだ 

さい！【早割は 8 月 16 日まで】 

 

 

━━目 次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 1. ITC カンファレンス 2015 見どころ紹介（基調講演） 

 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◆ ITC カンファレンス 2015 見どころ紹介（基調講演） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ITC カンファレンス 2015 の基調講演は、「ミスターエンジン」と云われる 

マツダ株式会社の人見常務執行役員にご登壇いただけることになりまし 

た。 

 

バブル崩壊後、会社存続の危機に瀕していたマツダに共同開発先のフォー 

ド社にエンジン開発者の多くが奪われ、マツダは、わずか 30 人のチームで 

挑むことになった。そこで指揮を取った人見氏が、何をどう選択したの 

か？越えねばならない巨大な課題と難関を幾つも越え、悲願だった次世代 

技術の詰まった究極の高効率エンジン「SKYACTIV（スカイアクティブ）」を 

開発してきた壮絶な秘話と今後の開発に対する考え方等について、語って 

いただきます。 
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今年 1 月に NHK「プロフェッショナル」にもご出演され、また 2 月に出版 

された「答えは必ずある～逆境をはね返したマツダの発想力」も好調な売 

れ行きです。 

本のご紹介はこちら http://www.amazon.co.jp/dp/4478061548 

 

マスコミや専門家が「時代はハイブリット車だ！」と論評する世相に人見 

氏の見方は異論を投げかけておられます。目からウロコの真実を明かして 

いただきますのでお楽しみに！ 

 

 「ITC カンファレンス 2015」と同時期に「東京モーターショー」が開催 

され、早くも都心部のホテルは、予約しにくい状態になっているそうです。 

ご遠方からご参加の皆様には、お早目のご予約をお勧めいたします。 

 

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

 

お申込みはこちら！（早割締切迫る！） 

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

316 

 

★☆ 出展ブースもお申込み受付中！ ☆★ 

http://www.itc.or.jp/news/itcconference_2015.html?=ml316 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆2◆ IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆協会会員限定スペシャル企画のご紹介 

会員様向け特別セミナーｘ交流会を開催します。 

開催日：２０１５年９月３０日（水） １５：３０～１７：００ 

セミナー名：ライバルと同じ土俵では戦わない！ 

      ～ルール、相手、土俵を変える ～ 

講師：早稲田大学大学院商学研究科、早稲田大学ビジネススクール教授 

   内田和成氏 

セミナー後に交流会を開催します。 

参加費用：無料（交流会も無料です） 

詳細はこちら↓お申込みお待ちしております。 

http://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only2015.html?=ml316 

 

 

◆e ラーニング学習「新トレンドセミナー」公開しました！ 

第一弾は"必見！マイナンバー講座"です。 

マイナンバーにおけるガイドラインの要求事項をクライアントに指導す 
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るための考え方、手順、指導時の留意点を解説したものを e ラーニングで 

ご提供（有料）していますので、併せてご検討下さい。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/training/post_20150145.html

?=ml316 

 

 

◆日経 BP 主催「ITpro EXPO 2015」出展のお知らせ 

9 月 30 日（水）～10 月 2 日（金）東京ビッグサイトで開催される日経 BP 

主催「ITpro EXPO 2015」に IT コーディネータ協会も出展をいたします。 

当日 IT コーディネータ協会のブースにお越しの IT コーディネータの方に 

は、お名刺と引き換えにポイント証明書（1 ポイント）をお渡しいたしま 

す。無料の事前登録はこちらをご確認ください。 

http://www.itc.or.jp/news/bpitpro_expo_2015.html?=ml316 

 

 

◆新任理事のご紹介を更新しました！ 

小林氏、久井氏、齋藤氏のご挨拶文を追加掲載しております。 

・小林 聖敬（株式会社コア 執行役員 経営管理室 室長） 

・久井 敏次（東京海上日動火災保険株式会社 理事 ＩＴ企画 

部長） 

・齋藤 瞳（株式会社アイ・フォーサイト  代表取締役社長 

ＮＰＯ法人ＩＴＣふくしま 理事長） 

http://www.itc.or.jp/society/itca/2015newyakuin.html?=ml316 

 

 

◆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?=ml316 

 

試験お申込みページはこちら 

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml316 

 

 

◆『業務見える化』セミナーを開催致します。 

昨年度、協賛セミナーとしてご好評いただきました『業務見える化』セミ 

ナーを今年度も開催致します。独立系・企業内 ITC、経験の少ない方から 

ベテランの方まで、ITC の活動範囲・活動領域拡大のためにも大変参考に 

なる内容となっております。理論だけではなく、『実践できるスキル』を求 

めているあなたに最適なセミナーです! 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?ID=

239 

http://www.itc.or.jp/news/bpitpro_expo_2015.html
http://www.itc.or.jp/society/itca/2015newyakuin.html?=ml316


 4 / 5 

 

 

 

◆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 法人 ITC 近畿会 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：9/9(水)、9/12(土)  (両日とも同じ内容です。) 

創業スクール（起業ベースキャンプ）： 

10 月 17 日～11 月 28 日（計 6 回 全て土曜日開催） 

詳細は URL をご覧ください 

http://itckinki.jp/article.php/20150731131901705 

 

 

◆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

?=ml316 

 

 

◆ITC 関連プレスリリース情報 

・商業界（8 月号）乗山徹氏 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆3◆ ITC 掲示板 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【連載のご紹介】 

ITpro「IT コーディネータの仕事」にて、支援事例記事掲載中！ 

青木 龍雄氏：「ハンディ健康診断システムで大幅な効率化とデータ品 

質の向上を達成」 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/070900015/ 

 

【書籍ご紹介】 

前 ITC 協会副会長の小林勇治氏（ITC・中小企業診断士）が「中小企業の正 

しい IT 構築の進め方」～あなたは騙されていないか～と題した本を出版 

されました。「2 倍高く買い、2 倍の納期、３３％の成功率」といわれる IT 

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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化を打破するための教本ともいえる本書は、著者の 30 年に及ぶ経験・ノウ 

ハウが集大成されたものです。 

「どのようにすれば騙されずに済むか」いう挑発的ともいえる問いかけで、 

IT 構築の進め方を述べた著者渾身の書です。日頃、「正しい IT 構築のあり 

方」を求め続けておられる経営者、システム担当者、ITC に、正に、お薦め 

の書となっています。（BY ITCA 事務局 平） 

 

購入はこちら http://www.amazon.co.jp/dp/4496051486/ 

 

小林勇治氏 HP http://www.e-mcg.net/ 

 

 

＜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/316.html?=ml316 

 

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

↓ 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?=ml316 

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

発行／編集： IT コーディネータ協会 メルマガ担当：田口 

 


