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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 360 号】 ITC 資格更新、まもなく締切です。  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

先日、アクアリウムのワークショップに行き、ミニアクアリウム  

作りをしてきました。小さなガラスの器に土を入れて水草を植える  

感じなのですが、上手く水草が植えれないと水中で浮いてしまい、  

固定するまでちょっと大変でした。途中で挫折しそうにもなりまし  

たが、なんとか形になったアクアリウムができました。  

今はデスクに置いて癒されています。マリモちゃんかわいいです。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/marimo.html 

 

さて、今回のメルマガは間もなく締切の資格更新のお知らせを  

メインにお送り致します。まだ資格更新手続きをされていない方は  

お早めにお願い致します。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC 資格更新まもなく締切【 5 月末まで】  

 2. ITC 協会からお知らせ  

 3. ITC 掲示板（本の紹介）  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC 資格更新まもなく締切【 5 月末まで】  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

まだ更新手続きをされていない IT コーディネータの皆様へ  

ITC 資格更新手続きは 5 月末までです。  

 

■更新手続きはこちら（ ITC＋メンバー ID が必要です）  

https://itca.force.com/itcploginpage 

 

※更新手続き（全体フロー）はこちらをご覧ください  

https://teachme.jp/contents/686500 

 

 

■今年も ITC 認定カードを発送致します！  

5 月末までに資格更新の申込みをされた方には、 ITC 認定カード  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/marimo.html
https://itca.force.com/itcploginpage
https://teachme.jp/contents/686500
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を郵送いたします。  

お引っ越し、転職、勤務先の移転等で連絡先ご住所が変更に  

なっている方は、お早めにご確認をお願い致します。  

 

発送対象者  ： 5 月末までに資格更新手続きをされた方  

送付先住所  ：「個人情報編集」の「連絡先」ご住所  

確認期限   ： 5 月 31 日（水）まで  

 

■住所確認はこちら（ ITC＋メンバー ID が必要です）  

https://itca.force.com/itcploginpage 

 

※ 2017 年 4 月以降に ITC を取得された方は、  

認定カード発送の対象外となります。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆【フォローアップ研修】 e-ラーニング★新講座★公開のご案内！  

フォローアップ研修受講必須の方だけでなく、対象外の方にも  

役立てていただける講座となっております。  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/e-_2.html?=ml360 

 

 

◆「 SECURITY ACTION」ロゴマーク使用申し込み開始  

独立行政法人情報処理推進機構（ IPA）はこのほど、中小企業自ら  

が、情報セキュリティー対策に取り組むことを自己宣言する  

「 SECURITY ACTION」のロゴマーク使用申し込みを開始しました。  

IT コーディネータ協会は本活動に賛同する中小企業関連機関、  

団体及び関連士業団体等と連携し、本年  2 月に中小企業の情報  

セキュリティー対策普及の加速化に向けた共同宣言を発表。  

この活動の一環として、自発的な情報セキュリティー対策を促す  

ための核となる取り組み「 SECURITYACTION」を創設しました。  

中小企業は、このロゴマークをポスター、パンフレット、名刺、  

封筒、会社案内、ウェブサイトなどに表示して、自らの取り組みを  

アピールすることができます。  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/dlfiles/itca_SECURITY_ACTION.pdf?

=ml360 

 

 

◆  ITCA スポンサーの募集について  

https://itca.force.com/itcploginpage
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/e-_2.html?=ml360
https://www.itc.or.jp/news/dlfiles/itca_SECURITY_ACTION.pdf?=ml360
https://www.itc.or.jp/news/dlfiles/itca_SECURITY_ACTION.pdf?=ml360
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IT コーディネータ協会では、本年度より 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 Conference2017 への出展（ご講演）、  

全国約 10 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  

や研修への参画等の年間を通しての特典がございます。  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/event/itca_17.html?=ml360 

 

 

◆新書籍発刊記念！一緒買いキャンペーン中！  

ITC 実務ガイド Ver2.0、ＩＴ経営アプローチ事例 Vol.1 の発刊を  

記念し、ただいま一緒買いキャンペーン中です。  

一緒に買うと最大 2,000 円お得！詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml360 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 掲示板（本の紹介）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

IT コーディネータの方が本を出版されましたのでご紹介します。  

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

書籍名：中小企業の V 字復活術 ~科学的リーダーシップが会社を変

える  

著者：名和  満  

リーダーシップも科学的アプローチが必要な時代。企業の課題は  

人財をいかに確保し育成するかにあると言っても過言ではありま  

せん。その解決策がここにあります。  

詳細・ご購入はこちら  

https://www.amazon.co.jp/dp/4866285893 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■「サイバー攻撃から自社を守れるか？」   

～サイバー攻撃者の戦略を学びセキュリティ対策を考える～  

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

・ペネトレーションテスターがサイバー攻撃者としての総合的  

な戦略を解説  

https://www.itc.or.jp/event/itca_17.html?=ml360
https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml360
https://www.amazon.co.jp/dp/4866285893
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・サーバ管理者向けに安全なサーバの設定や運用方法も解説いた  

します。  

開催日： 5 月 31 日（水） 18： 00-20： 10  

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcab_531.html?=ml360 

 

 

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

■業務要件定義書作成手順を知る  

～情報システム構築における超上流工程の手順書  作成～   

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

要件定義のベースとなる経営戦略・ IT 戦略策定手順を把握の上、  

要件定義書作成手順を習得していただきます。  

開催日： 6 月 17 日（土） 10： 00-17： 00 

会場：金沢市ものづくり会館  会議室１（２Ｆ）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170227.html?=ml3

60 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■自治体ビジネス研修「中級編」  ゲストスピーカー Mr.X 

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

開催日： 6 月 23 日（金） 10： 00-17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml360 

 

 

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

■「経営者が理解できる IT 投資マネジメント」  

～最新の BSC の理解と IT 投資マネジメントへの適用～  

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

IT 投資マネジメントについての最新の理論的なフレームワーク  

が理解できるだけでなく、 BSC の最新の考え方もマスターできま  

す。ケース企業を題材に、ワークショップ形式でその適用事例を  

学習します。経営者視点で投資評価を体験できることが最大のポイ

ントです。  

開催日： 6 月 24 日（土） 10： 00-17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室   

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c1_it_3.html?=ml360 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcab_531.html?=ml360
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170227.html?=ml360
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170227.html?=ml360
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml360
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c1_it_3.html?=ml360
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※フォローアップ研修対象  

 

 

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、「この条件で絞り込む」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?=ml36

0 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml360
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml360

