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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 356 号】 ITC 実践力ポイント取得は今のうちに！  

他  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

そろそろ桜シーズンですね。私の家の近所の桜も咲き始めました。  

桜の花びらはピンク色ですよね。ピンク色にはリラックス効果があ  

るそうです。 Web で調べると、桜には他にも体に良い効果が色々  

とあるそうです（若返り効果など！）。疲れたなー、元気を出した  

いなーと思ったら、桜を見に行くと気分転換できるかも知れません。 

 

さて、今回のメルマガでは「まだ間に合うポイント取得」を中心に  

お知らせ致します。 ITC の皆様は来月から資格更新が始まります。  

ポイント取得は今月中にお願い致します。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC 実践力ポイント取得は今のうちに！  

 2. ITC 協会からお知らせ  

 3. 中小企業庁主催「 IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」のご

案内  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC 実践力ポイント取得は今のうちに！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

IT コーディネータの皆様へ  

 

4 月から ITC 資格更新が始まります。  

取得ポイントが足りない！という方は、こちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml356 

※ 2016 年度のポイントは、 3 月末取得分までです。  

 

◆2017 年度資格更新について  

更新手続きは、 2017 年 4 月 3 日（月） 13 時から受付開始となりま

す。  

ポイント登録はなるべく今の時期にお願い致します。  

https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml356
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https://itca.force.com/itcploginpage 

 

2017 年度資格更新の詳細についてはこちら  

https://www.itc.or.jp/news/2017koushin.html?=ml356 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆【重要】 2016 年度・ 2017 年度の資格認定申請について  

2016 年度の申請期限は本日までです！  

申請希望の方は本日中にお手続きをお願い致します。  

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

2016 年度の資格認定申請： 3 月 24 日（金）まで  

2017 年度の資格認定申請： 4 月  3 日（月） 13 時より受付開始予定  

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

詳細はこちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/news/2017nintei.html?=ml356 

 

 

◆メンテナンスのお知らせ  

下記の日程にてサーバのメンテナンスを実施いたします。  

ご迷惑をおかけしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

＜メンテナンス日時＞  

・ 2017 年  4 月 13 日 (木） 00:00 - 03:00 

 10 分程度  WEB・メールサービスが停止致します。  

・ 2017 年  4 月 13 日 (木） 02:00 - 07:00 

 10 分程度メールサービスが停止いたします。  

https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml356 

 

 

◆2017 年度第 1 期のケース研修の受講者募集中です！  

今回のケース研修より、 IT 経営推進プロセスガイドライン  

Ver3.0 対応となり、ケース事例も製造業から流通業となります。  

◎各実施機関から受講者への紹介ページはこちら  

https://www.itca-school.jp/case201701-institute/ 

◎ケース研修の詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml356 

 

 

◆2017 年度フォローアップ研修の募集を開始致しました！  

計画的なご受講をお願い致します。  

https://itca.force.com/itcploginpage
https://www.itc.or.jp/news/2017koushin.html?=ml356
https://www.itc.or.jp/news/2017nintei.html?=ml356
https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml356
https://www.itca-school.jp/case201701-institute/
http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml356
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https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.htm

l?=ml356 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆中小企業庁主催「 IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」のご

案内  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

「 IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」のお知らせ  

IT ツールってなに？導入すると生産性はあがるの？どのくらい  

儲かるの？身近な活用例を分かりやすく紹介したり、実際に IT 

ツールを体験できることで皆様の疑問や不安をスッキリ解消する、  

プラス IT フェアを全国 10 カ所で開催中です！  

IT 導入補助金に関する説明会も実施しています。参加費用は無料で

す。  

 

■開催地 /日程  

 仙台   ： 4/ 5(水）  

 熊本   ： 4/10(月）  

 広島   ： 4/12(水）  

 松山   ： 4/14(金）  

以後  那覇  / 名古屋  / 金沢  / 大阪  / 札幌  で開催  

※東京開催は終了しました。  

 

■取得ポイント  

本イベントは ITCA 後援扱いとなり、 1 ポイント /4 時間付与  

されます。受付の際に「 IT コーディネータです」とお声を  

おかけください。  

 

事前登録、イベントの詳細はこちら  

http://www.it-fair.go.jp/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

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

■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！！～   

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

＜受講者の声＞   

・案件に直接つながる研修で、とても有益だった  

https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.html?=ml356
https://www.itc.or.jp/society/activity/training/followup.html?=ml356
http://www.it-fair.go.jp/
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・今後も同じような研修が欲しい  

・ ITC の商談活動としてわかりやすかった  

開催日： 4 月 25 日（火）東京   

お申込み・詳細はこちら   

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml356 

 

 

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

■業務の見える化からシステム要件定義へ  

～ IT 経営のための要件定義と RFP 作成～  

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

上流工程における最重要工程と言われている、「要求分析」から  

「要求定義」への過程で必要な、現場からの要求と、システム化  

に必要となる要件の引き出し方と纏め方を学びます。要求工学や  

IT 投資マネジメントについても学んだ上で、 RFP 作成の演習を  

行います。  

現場からの業務要求と、システム化に必要となる要件の引き出し  

方と纏め方を学びます。それを使って RFP 作成の演習も行います。  

開催日： 4 月 27 日（木）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c3.html?=ml356 

※フォローアップ研修対象です。  

 

 

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

■自治体ビジネス研修“米田講師”「入門編」  

ゲストスピーカー：Ｍｒ．Ｘ  

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

IT コーディネータが居てくれてよかった！といわれてみません  

か？自治体職員さんの実情や、アプローチ方法を学んで自治体に  

出かけてみよう！  

開催日： 4 月 28 日（金）  13： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml356 

 

 

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

■ ITC のための実践 AI 

～ AI ビジネスを支援できる ITC になろう～  

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

Watson と Azure を用いて実際に AI を体験することにより、  

ITC として中小企業経営者の AI に関する質問にどう答えるか、  

また AI 導入プロジェクトをどう推進及び支援していくか、  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml356
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c3.html?=ml356
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml356
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自らなりの知見を得る機会を提供します  

開催日： 5 月 12 日（金）  10： 00～ 17： 00 

    5 月 19 日（金）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml356 

 

 

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。  

 

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

↓  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?=ml35 6 

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

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/foritc/seminar/itcai.html?=ml356
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml356

