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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 351 号】新年のご挨拶 /ITC Web カンファレンス公

開！  

 

みなさんこんにちは。 ITC 協会の田口です。  

今年は酉年ですね。酉年と言えばニワトリですが、ニワトリの学名  

ってご存知ですか？なんと「 Gallus gallus domesticus 

（ガッルス・ガッルス・ドメスティクス）と言うそうです。  

なんだかとても強そうです・・。  

 

さて、 2017 年最初のメルマガは、新年のご挨拶と、 ITC Web  

Conference 2016 の公開のお知らせを中心にお知らせします。  

2017 年もどうぞよろしくお願いいたします  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 新年のご挨拶  

 2. ITC Web Conference 2016 公開しました！  

 3. ITC 掲示板（コミュニティからのお知らせ）  

 4. 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◆  新年のご挨拶  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

IoT でつながる社会の実現に向けて  

－中小企業の攻めの IT 経営を推進－  

 

          特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会  

                       会長  播磨  崇  

 

あけましておめでとうございます。  

日本再興戦略の中で述べられていますように、ビジネスや社会の  

あり方そのものを根底から揺るがす「第 4 次産業革命」とも呼ぶべ  

き大変革が着実に進みつつあります。 IoT、ビッグデータ、 AI 

時代の到来と言われ、最近ではシェアリングエコノミー、  

Fintech、ロボット、および AR/VR につきまして元年だとも言われ  

ています。さらに、自動運転車など未来に向けての新たなイノ  
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ベーションが次々と生まれ始めています。  

一方で、インターネット活用が進む環境下で、企業経営における  

セキュリティ対策の重要性は、情報処理推進機構からも多くの情  

報発信・啓蒙活動を通じて着実に浸透してきていると思います。  

サイバーセキュリティにおける初の国家資格「情報処理安全確保  

支援士」も誕生します。  

 

続きはこちら  

https://www.itc.or.jp/news/20170104.html?=ml351 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC Web Conference 2016 公開しました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2016 年 11 月 18 日と 19 日の 2 日間にわたって、「ベルサール新宿  

グランド」にて「 ITC Conference2016」を開催いたしました。  

開催から 15 回目を迎えた今年は、「 IoT で拡がる未来～情報活用  

とセキュリティ経営～」をテーマに、各専門分野でご活躍の皆さま  

にご登壇いただきました。  

例年と異なり、二日目の午後は会場を 2 トラックに分けて、プログ  

ラムをお選びいただけるようにしました。そのような経緯から、  

今年の「 ITC Web Conference」は、次の 3 種類を作製しました。  

※尚、一部登壇者の希望により非公開のものもございますので、  

ご注意下さい。  

 

■受講資格：  協会会員、 ITC 

■視聴期間：  2016 年 12 月 28 日（水）～ 2017 年 9 月 30 日（土）  

■費用：  各 2,980 円（税込み）  

■支払方法：クレジットカード、銀行振込  

※  尚、お支払い後のご返金はいたしかねますので、あらかじめ  

ご了承ください。  

■実践力ポイント：  ITC の方には、 2 ポイントを協会から付与  

いたします（有料 e ラン購入時）  

 

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/itc_conf/web/index.html?=ml351 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板（コミュニティからのお知らせ）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

女性 ITC のコミュニティ「ＩＴＣ _Women」からお知らせです。  

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

IT コーディネータ女子の皆さん、こんにちは！  

とある日、協会のすぐ裏の六義園で ITC お茶会がありまして、  

https://www.itc.or.jp/news/20170104.html?=ml351
https://www.itc.or.jp/itc_conf/web/index.html?=ml351
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「最近は女子の方々がほんとに元気！ (ある意味、男前‼︎w) 

女子同士での仕事のつながりも増えてきた。全国におられる  

ITC 女子の皆さんともっとつながりたいね！」という話で盛り  

上がり、 Facebook 上で ITC Woman を立ち上げました。  

FB 非公開グループですが、随時参加者募集中です！  

https://www.facebook.com/groups/804540836322815/ 

 

今回、 ITC 女子の交流の場のキックオフとして下記の通り  

第 1 回 ITC 女子会を開催します。ご都合のつく方はぜひご参加くだ  

さい！  

 

<第 1 回  有志による ITC 女子会＞  

日時： 2017 年 2 月 15 日 (水）  19： 00～  

場所：特定非営利活動法人  IT コーディネータ協会  会議室  

   東京都文京区本駒込 2-28-8 

   文京グリーンコートセンターオフィス 9F  

内容  １．趣旨説明  

   ２．今後の活動について  

     参加者全員でのディスカッション  

 

お申し込みはこちら  

https://kanji.kodama.com/note.aspx?ac=m6gdc3532wvaox20 

※東京以外の方については、ハングアウト等を使った配信を検討し  

ますので、エントリのコメント欄に「ネット参加」と記入ください。  

 

ご参加お待ちしております！  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  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 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?=ml351 

 

 

◆【中小企業庁委託事業】平成 28 年度「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）」についてお知らせ  

本事業は、中小企業庁が公募し、ＩＴコーディネータ協会が受託  

https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.html?=ml351
https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.html?=ml351
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した中小企業等の業種の垣根を越えた企業間の電子データ連携に関  

する調査事業を公開しております。委員会活動の報告、本事業の中  

で行う「実証プロジェクトの公募」に関する情報の公開など適宜更  

新していきます。  

https://www.itc.or.jp/datarenkei/index.html?=ml351 

 

 

◆平成 28 年度実務活動報告  集計データのご報告（再掲載）  

今年の資格更新手続きの際にご回答頂いた、実務活動報告の集計  

結果を公開したしました。  

https://www.itc.or.jp/about/press/?=ml351 

 

 

◆ Facebook やってます！  

「自治体を応援する ITC の会」では、自治体やマイナンバーに関  

するニュースなど「 ITCA じぎょうそくしんぶ」では、 ITCA の広報  

や皆さまへのお知らせなどどちらも ITC の皆さまのお役に立つ情報  

を発信しています。ぜひ「いいね！」してご参加ください！  

自治体を応援する ITC の会：  

https://www.facebook.com/jichitai1719.itca/ 

ITCA じぎょうそくしんぶ：  

https://www.facebook.com/itcapr/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

【 1 月 17 日開催】中小企業にとっての Web マーケティングとは  

～ホームページで「週末起業」はじめませんか？～  

本研修では、 WEB マーケティングの知識を得たい、お客さまから  

の WEB の悩みについてお答えしたい等、 ITC のみなさまの今後の  

業務展開を支援し、ホームページ業務にて「稼げる ITC」になっ  

ていただくことを目的とします。  

開催日時： 1 月 17 日（火）  13： 00～ 17： 00  

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/web.html?=ml351 

 

 

【 1 月 18 日大阪】【 2 月 1 日東京】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  

https://www.itc.or.jp/datarenkei/index.html?=ml351
https://www.itc.or.jp/about/press/?=ml351
https://www.facebook.com/jichitai1719.itca/
https://www.facebook.com/itcapr/
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web.html?=ml351


 5 / 7 

 

スを確立させよう！！  

開催日時：大阪開催  1 月 18 日（水）  10:00～ 17:00 

     東京開催  2 月  1 日（水）  10:00～ 17:00 

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml351 

 

 

【 1 月 19 日開催】テレワークで課題解決！働き方改革・地方創生・ 

一億総活躍社会の実現に向けて  

開催日時： 1 月 19 日（木）  14： 00～ 15： 15 

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/itca16.html?=ml351  

 

 

【 1 月 20 日開催】米田講師、自治体ビジネス研修「入門編」  

今年は自治体職員さんがやってくるぞ！  

自治体へのアプローチ～今自治体の現場で起きていること～  

大阪府摂津市  総務部情報政策課  副主査  平岩  慶介  様をお迎えし  

て、現場の話を交えて、受講者の皆様とディスカッションいただき  

ます！  

開催日時： 1 月 20 日（金） 10:00～ 17:00 

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/jichitai.html?=ml351 

 

 

【 1 月 26 日開催】安心・安全の無線 LAN ネットワーク導入講座  

セキュリティ専門企業でありながら、どの系列ベンダーにも属して  

おらず、国内外 40 社のメーカーエンジニアと研修や連携を持ちな  

がら、さまざまな事例に対応してきた株式会社ソリトンシステムの  

マーケティング担当者が  スマートフォンやタブレットに欠かせぬ  

無線 LAN のセキュリティについて解説する。  

開催日時： 1 月 26 日（木）  14： 00～ 15： 15 （開場 13： 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/lan16.html?=ml351 

 

 

【 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 

「マイナンバーカードの未来を知る！」  

知るか、知らないか、あなたご自身の選択です。  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml351
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca16.html?=ml351
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml351
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/lan16.html?=ml351
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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?=ml351 

 

 

【 2 月 14 日開催】「生産性向上は会計システムの総点検から」  

～業務改善のポイントと会計パッケージの選定のツボを教えます～  

会計業務の各機能にかかる改善を実施する際に欠かせない会計業務  

の知識を、代表的な業務パッケージソフトウエアを通じて身に付け  

ていただきます。  

開催日時：2 月 14 日（火）10：00～ 17：00（東京＆遠隔 live 配信）  

会場：関東ＩＴソフトウエア  市ヶ谷健保会館  Ｆ室  （東京）  

※本研修は、一般社団法人 ICT パトナーズ協会との共催です。  

お申込・詳細はこちら  

https://www.ictm-pa.jp/seminar/ 

 

 

【 1 月 27 日開催】第 4 回ＪＴＡトップフォーラム  

「テレワークでワークスタイル変革」開催のご案内  

日本テレワーク協会は、テレワークという働き方の一層の普及、  

啓発を推進したく、「第 4 回ＪＴＡトップフォーラム」を企画しまし

た。  

今回は、経営戦略におけるワークスタイル変革に関し、基調講演を  

ネスレ日本株式会社  代表取締役社長兼 CEO の高岡浩三様、  

特別講演に経済同友会副代表幹事の小林いずみ様にご講演頂きます。 

皆様のご参加をお待ちしております。  

会期： 2017 年 1 月 27 日 (金 ) 13 時 15 分～ 17 時 10 分  

会場：東京コンファレンスセンター・品川  ５ F 大ホール  

費用：無料  

申込締切： 2017 年 1 月 25 日（水）  17:00 

詳細・お申し込みはこちら    

http://www.japan-telework.or.jp/oshirase/113.html 

 

 

その他の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。  

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16-0300.html?=ml351
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16-0300.html?=ml351
https://www.ictm-pa.jp/seminar/
http://www.japan-telework.or.jp/oshirase/113.html
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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************************************************************ 

↓  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?=ml351  

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

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?=ml351

