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

本メールは、『 ITC＋』にご登録頂いている方に配信しておりま  

す。配信停止をご希望の場合は、メール末尾をご覧ください。  

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

 

【 ITCA メルマガ 349 号】年末年始休業のお知らせ /e ラーニング公

開！など  

 

みなさんこんにちは。 ITC 協会の田口です。  

先日インフルエンザの予防接種を受けに行きました。  

インフルエンザの予防接種は効果が出るまでに 2 週間程度かかるそ  

うですので、まだ受けていない方は、年末年始にインフルエンザに  

かかって寝込まないために今のうちに受けに行ってはいかがで  

しょうか？インフルエンザの流行状況は国立感染症研究所ホーム  

ページで確認できます。  

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html 

 

 

さて、今回のメルマガでは協会の年末年始休業のお知らせや、協会  

インフォメーションをちょっと多めでお届けします。サクッとお目  

通し頂けると嬉しいです。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 年末年始休業のお知らせ  

 2. IT コーディネータ協会インフォメーション（ちょっと多め）  

 3. ITC 掲示板（ ITC の事例紹介）  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆年末年始休業のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

IT コーディネータ協会の年末年始につきまして、下記の通りご案内  

いたします。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了  

承いただきますようお願い申し上げます。  

 

年末年始休業日： 12 月 29 日（木）～ 1 月 3 日（火）  

 

※なお、休業期間中にメールで頂戴したお問い合わせ等につきまし  

ては、 1 月 4 日（水）以降、順次対応致しますのでどうぞよろしく  

お願い申し上げます。  

https://www.itc.or.jp/news/information.html?=ml349 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html
https://www.itc.or.jp/news/information.html?=ml349
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆IT コーディネータ協会が中小企業庁の地域未来投資促進事業で採

択されました。  

平成２８年度補正予算「経営力向上・IT 基盤整備支援事業（次世代  

企業間データ連携調査事業）に係る提案の募集（企画競争）におけ  

る事業者に採択されました。  

https://www.itc.or.jp/news/it_20130620.html?=ml349 

 

 

◆フォローアップ研修 3 講座の受講期限にご注意ください！  

資格取得年度を含めた 3 年度間となりますので、 2014 年度認定者  

の方はお早めにご受講ください。  

2014 年度認定者⇒ 2017 年 3 月末  

フォローアップ研修日程表  

https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.htm

l?=ml349 

 

 

◆今年開催したセミナーの e ラーニング版が公開されました！  

有料公開と無料公開があります。ぜひご視聴ください！  

【有料】「そうだったのか！ビジネス裁判」（ 8 月 29 日撮影）  

このセミナーでは、現役の調停委・専門委員である講師が、ビジネ  

ス訴訟が、如何にコスト、日数、エネルギーを消耗し、企業にリス  

ク・ダメージを与えるか、そして、ビジネス訴訟に至らないため  

に、ビジネス訴訟に至るリスクを明確にし、こうしたリスクを  

避けるため、ユーザー、ベンダー、そして ITC は、「何をしなけ  

ればならないか」「何をしてはいけないか」を詳説します。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/160829.html?=ml349 

【無料】「企業経営に活きる知的財産と国の支援策」（ 8 月 29 日撮影）  

リターンの見えにくい知財への投資を躊躇する経営者は少なくあり  

ません。しかし、知財を経営に結び付けることで業績を伸ばしてい  

る中小企業もたくさんいます。本セミナーでは、「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。

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/chizai.html?=ml349 

 

 

https://www.itc.or.jp/news/it_20130620.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/160829.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/chizai.html?=ml349
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◆ IT 経営カンファレンス 2016 開催中！  

12 月は「京都」 1 月～新潟より全国各地で順次開催いたします。  

2016 年 12 月 21 日（水）：京都府京都市  

2017 年 1 月 26 日（木）：新潟県新潟市  

https://www.itc.or.jp/event/it2016.html?=ml349 

ご参加お待ちしております！  

 

 

◆「サービス等生産性向上 IT 導入支援事業」に関する審査員の公募

について  

【平成 28 年度第 2 次補正予算、地域未来投資促進事業における、  

2.中小企業 IT 経営力向上支援事業（ 1）「サービス等生産性向上  

IT 導入支援事業」】の事務局である一般社団法人サービスデザ  

イン推進協議会 (審査部門担当：株式会社パソナ )から審査員委嘱  

の依頼がございました。  

https://www.itc.or.jp/news/it_20130622.html?=ml349 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板（ ITC 事例のご紹介）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

IT コーディネータの事例をご紹介します。歯医者編  

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

■攻めの IT 経営加速へ Web・メール環境を刷新  

支援 IT コーディネータ：熊坂  和也氏   

 

札幌デンタル・ラボラトリー（以下、 SDL）は、「歯科技工工業の  

組織化」を目標に、故・関口清氏が札幌市で 1968 年（昭和 43 

年）に創業した会社である。関口氏は急病により 2004 年に 64 歳  

で他界するが、関口氏の「夢」と「志」、そして「噛（か）める  

喜びをいつまでも」という熱い想いは、経営を引き継いだ代表  

取締役社長の山賀英司氏以下、社員の一人ひとりの胸に刻まれ、  

現在の発展につながっている  

 

 SDL には 110 人超の社員が勤務するが、そのほとんどが歯科技工  

士である。歯科技工士は、歯科医院で虫歯などの治療に利用する  

「詰め物」や「かぶせもの」、そして「義歯」などを作る専門技術  

者だ。歯科技工士は全国に約 3 万 4000 人いるが、そのほとんどが  

個人事業主で 6 人以上の組織に属する比率はわずか約 7％だという。 

 

 このような業界構造において SDL は、 100 人単位の歯科技工士を  

正社員として雇用している希少な企業である。同社は創業以来、  

「人材育成」「設備投資」「情報収集」の 3 項目に力を注いでいる  

https://www.itc.or.jp/event/it2016.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/news/it_20130622.html?=ml349
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ほか、労働人口減少時代に対応する取り組みとして、 2005 年  

（平成 17 年）から、「女性歯科技工士の働きやすい環境づくり」  

を推進し、歯科技工士の女性比率が 48％に達している。  

（本文抜粋）  

続きはこちら  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/111400030/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆【 12 月 17 日開催】「新しいビジネスモデルで「稲盛経営者賞  

受賞」」～驚異の再来率を達成したサービス業～  

稲盛和夫流フィロソフィー経営で新たなビジネスモデルを確立し、  

現在 12 期連続 2 ケタ成長中の成功事例を学びます。  

また SaaS 型システム導入によるメリット等、お客様の生の声をお  

伝えいたします。  

開催日時： 12 月 17 日（土）  10:00～ 17:00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室（東京）  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_b4_2.html?=ml349 

※フォローアップ研修対象  

 

 

◆【 12 月 20 日名古屋】金融機関連携ビジネス研修  

 ～金融機関とビジネスができるようになろう！！～  

金融庁の金融行政方針が大きく変わった今が、金融機関連携の絶好  

の機会！金融機関とビジネスを行うための成功ノウハウを伝授しま  

す！！  

開催日時：  12 月 20 日（火）  10:00～ 17:00 

会場：名古屋ソフトウェアセンター  セミナー室Ⅰ  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml349 

 

 

◆【 12 月 24 日開催】「街の自転車屋が感性と IT を両輪に急成長  

した理由」～感性・IT 融合経営の事業展開支援に係わる疑似体験～  

埼玉県に本社を構え、首都圏や大都市を中心に 30 数店舗を展開し  

ている自転車小売チェーン店の成長事例による IT 経営疑似体験コ  

ースです。  

中小企業は大企業の真似ではなく、差別化戦略が最重要である。  

顧客への感性商品の提案を IT 経営が如何に支えたかについて学ぶ。 

開催日時： 12 月 24 日（土）  10:00～ 17:00 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/111400030/
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_b4_2.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml349
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会場： IT コーディネータ協会  会議室（東京）  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b3_it_3.html?=ml349 

※フォローアップ研修対象  

 

 

◆【 1 月 18 日大阪】支援機関連携ビジネス研修  

 ～支援機関とビジネスができるようになろう！！～  

先駆者ノウハウ大公開！小規模事業者・中小企業支援とＩＴ利活用  

促進の要である様々な支援機関と手を組んでＩＴＣとしてのビジネ  

スを確立させよう！！  

開催日時： 1 月 18 日（火）  10:00～ 17:00 

会場：大阪私学会館  308 会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml349 

 

 

◆【 1 月 27 日開催】武城講師、自治体ビジネス研修「特別編」  

あなたの“知りたい事”はここにある！自治体実践編 2016 

自治体でのマイナンバー制度の活用事例を知ることで、ビジネスの  

種みつけませんか？  

開催日時： 1 月 27 日（金） 13:30～ 16:30 

会場： IT コーディネータ協会  （東京）  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16-

0300.html?=ml349 

 

 

◆第 14 回クリティカルソフトウェアワークショップ  

（ WOCS2: Workshop on Critical Software System）は、  

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ JAXA）と独立行政法人  

情報処理推進機構（ IPA）が共催するワークショップです。   

第 14 回目となる今回の WOCS2 は「より良き未来のために見る  

・知る・学ぶ・考える」をテーマとして掲げて開催します。   

開催日時： 12 月 12 日（月）、 13 日（火） 10： 00-17： 00 

会場：ソラシティカンファレンスセンター（ 1F、 2F）   

詳細・お申し込みはこちら   

http://www.ipa.go.jp/sec/events/20161212.html 

 

 

その他のセミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage 

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b3_it_3.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16-0300.html?=ml349
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16-0300.html?=ml349
http://www.ipa.go.jp/sec/events/20161212.html
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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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。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml349  

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml349

