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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】 ITC カンファレンス 2016 申込み受付開始！  

 

みなさんこんにちは。協会の田口です。  

今年の ITC カンファレンスのお申込み受付がスタートしました。  

今年のカンファレンスは特別講演に宇宙飛行士の山崎直子さんをお  

呼びしました！詳細は、「 1. ITC カンファレンス 2016 お申込みスタ  

ート！」をお読みください。皆様のご参加を心よりお待ちしており  

ます！（今年も早目のお申込みがお得です）  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC カンファレンス 2016 お申込みスタート！  

 2. ITC 掲示板（ ITC の連載情報のご紹介）  

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 4. 製造業の町、大田区で行う【実地研修】 2016 年版のご案内  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC カンファレンス 2016 お申込みスタート！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

「 IoT で拡がる未来   ～情報活用とセキュリティ経営～」  

 

本年の“ ITC Conference 2016”開催御案内をさしあげます。  

協会創設以来、毎年開催している本大会は今年 15 回目を迎えるこ  

とができました。昨年同様、開催時期を気候の良い秋（ 11 月 18 

日～ 19 日）とし会場も昨年に引き続き新宿にて皆様をお迎え  

いたします。  

 

今年の大会テーマは「 IoT で拡がる未来  ～情報活用とセキュリ  

ティ経営～」です。 IoT の進展に伴い、あらゆるモノがネットワー  

クに繋がり、様々な情報が入手可能になってきました。その情報の  

利活用により、私たちの生活やビジネスを大きく変える新時代が到  

来したと言われています。 IoT を活用した新たなビジネスやサービ  

スが拡大する一方で、安心してそのビジネスやサービスを利用でき  

るようにするには、セキュリティの確保が必須だと考え、今回のカ  

ンファレンスのサブテーマは「情報活用とセキュリティ経営」とい  

たしました。  
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また、昨年参加の皆様からの声を反映して、今年は二日目は２トラ  

ックとし、プログラムを選んで頂けるように変更いたしました。  

そして特別講演には宇宙飛行士・山崎直子様、基調講演には  

八子知礼様をお招きしています。どうぞご期待ください。  

皆様のご参加を心からお待ちしております。  

 

――――――――開催概要―――――――――――  

■開催日時  2016 年 11 月 18 日（金）  ～  19 日（土）  

※受付時間： 1 日目は 12:00、 2 日目は 9:00 より開始します。  

 

■会場  ベルサール新宿グランド  

    新宿区西新宿 8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー  1F 

 

■詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml339 

※お得な早割期間中です。最大 2,000 円引き !! 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 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  

 

■浅井  治  氏  

イノベーションのすゝめ（ 1）  

イノベーションとは何だろうか？普段何気なく使っているが、それ  

がどういう定義なのか、なぜ必要なのか、どうすれば上手くいくの  

かは曖昧だ。本連載では、IT 業界一年生の柏木亜依と共にイノベー  

ションを一から学んでいこう。  

http://www.sbbit.jp/article/cont1/32336 

※イノベーションについてわかりやすく紹介しています。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆【重要】資格有効期限の記載内容変更について  

＜今年資格更新手続き頂いた IT コーディネータの皆様へ＞  

この度、「資格更新結果通知書  兼  資格証明書」及び「認定カー  

ド」記載の資格有効期限を下記の通り変更することになりました  

のでお知らせ致します。  

http://www.itc.or.jp/news/20160712.html?=ml339 

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/
http://www.sbbit.jp/article/cont1/32336
http://www.itc.or.jp/news/20160712.html?=ml339
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◆フォローアップ研修講師のご紹介！  

受講したい講座がなかなか絞り切れない、受講講座に悩んでいる場  

合など是非講師プロフィールもご参考ください。  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/syoukai_01.html?=ml339  

 

 

◆「 ITC Conference 2016」  出展のご案内  

ITC Conference 2016 において、ユーザー企業・ ITC・ベンダー・  

関係機関による展示を開催いたします。出展ブースの募集を開始い  

たしましたので、ご興味のある方はぜひご検討ください。  

出展費用： 1 ブース： 60,000 円（税別）  

募集締切： 8 月 31 日（水）  

     満員になり次第、受付を締め切らせていただきます  

http://www.itc.or.jp/event/itcconference_2016.html?=ml339 

 

 

◆ COMPASS 夏号が 7 月 25 日に発行となります。  

攻めの IT 経営中小企業 IT 経営力大賞一覧を掲載しています。  

受賞企業のなかから、鬼澤健八氏の支援事例をピックアップ。  

特集では、事業拡大に伴うデータ活用を取り上げました。  

田坂和大氏、鹿毛公氏・用松節子氏の支援事例を紹介しています。  

また、朝日信用金庫が ITC 組織と連携して行った研修会のレポート  

など、中小企業支援に役立つ情報が満載です。 ITC の方は夏号を  

無料でご利用いただけます。  

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

.html?=ml339 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  製造業の町、大田区で行う【実地研修】 2016 年版のご案内  

   （企業内 ITC コース／独立系 ITC コース）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

9 月 3 日より、独立系 IT コーディネータや企業内 IT コーディネー  

タの皆さんを対象に、支援経験豊富なベテラン支援者の指導のも  

と、実際に中小企業経営者に営業活動を行い、経営課題を聞き  

出し、経営支援に繋げる、実践研修を開催します。  

受講期間は約 6 ヶ月です。昨年度の受講者の声をご紹介します！  

 

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

独立系 IT コーディネータ：伊野  修士さんより  

 

私は【実地研修】 2015 年版の独立系 ITC コースを受講しました。  

ITC 資格を取得したばかりで、先にｅラーニング「 ITC 実務への  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/syoukai_01.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/event/itcconference_2016.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml339
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取組み」を受講して独立系 ITC の活動内容を学びましたが、営業  

活動を始めとして実践にあたっては戸惑う面が多々ありました。  

そんな方にこそ当研修の受講をお勧めします。  

当研修での営業活動は「モノづくり応援隊 in 大田区」の立場で行い  

ます。ノウハウや DM 用のパンフレットなどを利用させて貰うこと  

ができますが、進め方は自主性が認められます。実績ある組織の  

「財産」を利用させて貰いながら、自分のスタイルを模索する  

ことができる点に大きな価値を感じました。  

営業活動以外にも、 TNMS というツールを用いて経営戦略策定支援  

の手法を学べて、希望すれば支援現場に同行させて貰えます。  

他にも経営者の立場を体験するビジネスゲームなど、色々な要素  

が詰まった研修です。また人脈が乏しいと感じている独立系 ITC 

であれば、長い研修期間が「仲間」を作る良い機会になると思い  

ます。このように活動歴の浅い ITC にとってはメリットが多く、  

他には見当たらない研修だということを受講経験者から申し上げ  

たいと思います。  

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

 

研修の詳細、お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/7417201900.html?

=ml339 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  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。  

開催日：  基礎編  7 月 28 日（木）  （残席僅か）  

開催場所：一般社団法人ＣＲＤ協会  （東京都中央区）  

詳細・お申込みはこちら  

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

9 

 

 

◆「従業員一体による基幹システム再構築で、経営体質を変革」  

～企業支援活動 10 年の講師と中小企業ワールドを疑似体験～  

この講座は、過去に情報システムのリニューアルを失敗した千葉県  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/7417201900.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/7417201900.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml339
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の漬物卸売会社の事例です。過去の反省に基づき、社員が主体と  

なって情報システム及び業務プロセスの再構築を行いました。  

「その時、 IT コーディネータはどのように行動したか？」一緒に  

体験しましょう。  

開催日： 8 月 20 日（土）  

開催場所： IT コーディネータ協会  （東京都文京区）  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b2.html?=ml339 

※こちらの研修はフォローアップ研修対象講座です。  

 

 

◆「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： 8 月 2 日（火）、 8 月 30 日（火）  他  

http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml339 

 

 

◆「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！  

※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  （東京都文京区）  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_12.html?=ml339 

 

 

◆人工知能（ AI）と人工脳の発達により生まれる職業とは？  

日本が避けられない労働力不足に対して、どのように立ち向かうか  

を起点とし、技術革新の目覚ましい人工知能の可能性について議論  

する。英オックスフォード大のオズボーン准教授らと NRI との共同  

研究についても紹介する。  

開催日時： 9 月 8 日（木） 14： 00～ 16： 40（受付開始  13： 45～）  

開催場所：内幸町ホール  （東京都千代田区）  

詳細・お申込はこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b2.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml339
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_12.html?=ml339
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http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca.html?=ml339 

 

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?=ml339 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

 

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca.html?=ml339
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml339

