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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】試験の申込み開始！ /セミナーのお知らせ  

 

みなさんこんにちは。協会の田口です。  

明後日は参議院選挙の投票日ですね。私は期日前投票してきました。 

選挙の際、いつもどこに入れていいかわからないので、 Web で検索  

したり、政権放送を見たりして投票先を考えています。  

選挙も早くネット投票できるようになるといいですよね。  

 

さて、今回のメルマガでは試験のご案内やセミナーのご案内を中心  

にお知らせします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. IT コーディネータ試験申込み開始！  

 2. ITC 掲示板  

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  IT コーディネータ試験申込み開始！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

試験の申込みが開始しました！  

試験のお申込みはお早めに！（事前予約が必要です）  

 

・試験予約期間： 2016 年 07 月 01 日（金）～  08 月 25 日（木）  

・試験実施期間： 2016 年 08 月 01 日（月）～  09 月 10 日（土）  

 

試験のサンプル問題も公開中！  

下記 URL の「サンプル問題」よりご確認ください。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml338 

 

試験の対策講座はこちら（ 7 月 8 月開催掲載中です！）  

http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml338 

 

 

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml338
http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml338
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 掲示板  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

IT コーディネータの連載情報をお知らせ致します  

 

■関原  雅人氏  

情報発信で大都市圏に商品の販路を拡大  

（えひめシーフードサービス）  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/061400026/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆フォローアップ研修【階層化アプローチによる業務システム設計】

のご案内  

このセミナーは、特に企業内 ITC 向けに設定されたコースとなって  

います。IT 経営プロセスでの実務を深堀り、強化し、企業内 ITC の 

実務能力に付加価値をつけることを狙としており、特に以下 2 点の  

強化を目標として掲げています。  

・企業で頼りにされる ITC の付加価値は何か、具体的な事例を基に  

演習を行い、これまでの業務の取り組み方を見直し、実践力を身に  

つける。  

・ IT 経営プロセスを深堀し、 ITC コンテンツやレファレンスも活用  

しながら、効率的、効果的な業務の進め方を身につける。  

開催日： 7 月 23 日（土）  

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c2_2.html?=ml338 

 

 

◆経済産業省「平成 28 年度情報化促進貢献個人等表彰の推薦公募」

のご案内  

経済産業省より、「平成 28 年度情報化促進貢献個人等表彰の推薦  

公募」に関する依頼がありましたのでご案内いたします。  

http://www.itc.or.jp/kakushinit/28.html?=ml338 

 

◆ ITCA スポンサーの募集について  

2015 年度より IT コーディネータ制度に賛同、応援いただけるスポ  

ンサー様を理事会社様・各企業様から募集しております。  

スポンサー様には、 ITC Conference2016 への出展（ご講演）、  

全国 6～ 7 箇所で開催される IT 経営カンファレンス、 ITproEXPO、  

各フェア等でのパンフレット配布や企業名掲載、資格者への案内  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/061400026/
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等の年間を通しての特典がございます。ぜひ、ご検討ください。  

http://www.itc.or.jp/event/itca_10.html?=ml338 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆『中小企業の経営診断、財務計画策定ツール活用講座  』のご紹介  

本研修は信用保証協会や金融機関が利用中のツールを士業向け等  

に公開するものです。（中小企業 100 万社の財務 DB を使用）  

 本研修開催に協力して戴く「一般社団法人 CRD 協会」は、会員の  

信用保証協会、金融機関等が業務で利用する全国の中小企業決算書  

データ（匿名）を毎年 100 万件以上保有している DB 機関です。  

＜受講者の声＞  

・某社のツールが使えなくなるので代わるものを探すつもりで参加  

 しました。経営者に自社の現状認識を高めて戴くのには説得力の  

 あるものだと思います。（ 40 代 ITC) 

・銀行や保証協会の手の内がわかるだけでも、面白いツールです。  

 早速、お客さんの財務データを入れて使ってみたいと思います。  

 （ 50 代診断士 ITC）  

⇒詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml33

8 

 

 

◆「マイナンバー内部監査人育成研修」お申込み募集中   

 昨年好評だった「マイナンバー導入支援者育成研修」に続き、  

今年は制度運用開始後の点検・改善をサポートできる人材を育成す  

る「内部監査人育成研修」を開催します。  

監査編： 8 月 3 日（水）、 8 月 23 日（火）  他  

※監査編の受講はマイナンバー導入支援者育成研修修了者であるこ  

とが受講条件となっています。  

導入編： 7 月 21 日（木）、 8 月 2 日（火）  他  

http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml338 

 

 

◆「攻めの IT 経営」支援の実践！～申請書類作成のコツ～  

「攻めの IT 経営中小企業百選」は、平成 26 年に始まり、本年が  

3 年目の最後の年になるかと思います。 ITC の皆様が支援された  

企業が選定される「的確な応募用紙」作成が期待されております。   

本セミナーを通して、的確な評価を得られる応募用紙作成の『コ  

ツ』を身につけましょう！  
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※この『コツ』は、他の補助金申請書作成等にも応用できます。   

開催日時： 8 月 7 日（日）  10： 00～ 17： 00 

開催場所： IT コーディネータ協会  A 会議室  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_12.html?=ml338 

 

 

◆「中小企業の命運を握る？！知財経営」  

「下町ロケット」や「知財を経営に活かしている中小企業」の  

成功事例を中心に、ビジネスにおける知財の重要性をご説明しま  

す。あわせて中小企業の皆様の知財活動をサポートする政府の  

支援策もご紹介します。  

開催日時： 8 月 29 日（月） 14： 00～ 16： 40 

開催場所：内幸町ホール  

詳細・お申込はこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca.html?=ml338 

 

 

その他、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、検索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。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml338 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

 


