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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 365 号】＼ ITC カンファレンス 2017 申込み開始／  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

最近、 FeliCa 対応のスマホに変更し、念願のモバイル Suica デ  

ビューしました (｀・ω・´)まだ慣れないため、改札でピッと  

鳴らず小さいドアが閉まってしまうのではないかとドキドキし  

ながら使っています。  

 

さて、今号のメルマガでは ITC カンファレンス 2017 のお申込み  

が開始のご案内をメインにお届します。読者プレゼントもありま

す！   

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC カンファレンス 2017、申込み受付開始しました！  

 2. ITC 掲示板（本のご紹介）  

 3. ITC 協会からお知らせ  

 4. 【メルマガ読者限定】読者プレゼントのお知らせ  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC カンファレンス 2017、申込み受付開始しました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

今年の大会テーマは「 ITC がつなぐ付加価値創造社会   

～ Road to Society5.0～」です。  

新産業構造ビジョンの最終案で掲げられている  

” Connected Industries”を強く意識し、第 4 次産業革命後  

の Society5.0 までを IT コーディネータがつないでいく、という  

使命と気概をそのままテーマにいたしました。  

 

プログラムは鋭意調整中ですが、”最強将棋 AI ポナンザ開発者・  

山本一成様”、”ミスター牛丼・安部修仁様”はじめ、今年も多く  

の講演者の方にご登壇いただきます。  

また、昨年 7 年ぶりに導入いたしました 2 トラック制を、  

今年も実施いたします。どうぞご期待ください。  

 

※今年はチケットが "A トラック ""B トラック "別々になります。  
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お間違いなくご購入ください！！（早割期間は、 9 月末までです）  

 

1 日目： 2017 年 11 月 24 日（金） 13： 00～  

2 日目： 2017 年 11 月 25 日（土） 10： 00～  

 

会場  ：ベルサール新宿グランド  ホール  

（東京都新宿区西新宿 8-17-3）  

 

「 ITC カンファレンス 2017」  詳細・申込はこちら  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml365 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 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：「ワトソンで体感する人工知能」   

著者：井上研一  著／リックテレコム  刊  

 

IBM Watson や Microsoft Azure Cognitive Services といった  

コグニティブ API の登場によって、 AI のビジネス導入はより身近  

になりました。本書では、機械学習やディープラーニングと  

いった AI の基礎をやさしく解説した上で、 Watson などコグニ  

ティブ API と TensorFlow などを用いた AI の違い、さらに AI 

導入プロジェクトを進めるにあたっての考え方を概観しています。  

縦書き、数式・プログラムコードなし。 Web ブラウザ上の操作  

で Watson を体感できる。ビジネスマンのための AI 解説書として  

書きました。著者自身も ITC であり、支援企業への AI 導入を  

考える ITC の方にぜひ、読んでいただきたいと思っています。  

 

詳細・ご購入はこちら   

https://www.amazon.co.jp/dp/4865940715/ 

※抽選で 2 名の方にこちらの書籍をプレゼントします！  

詳細は読者プレゼントコーナーをご覧ください。  

 

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

■井上氏が講師をする e ラーニングが配信開始になりました！  

『 ITC のための IoT＋ AI 基礎講座』  

～ IoT と AI で稼げる ITC になるための知識を学ぶ 4 時間～  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/a5_itciotai.html?=ml365 

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

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml365
https://www.amazon.co.jp/dp/4865940715/
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/a5_itciotai.html?=ml365
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ IT コーディネータ試験のお知らせ（ 8 月 31 日まで）  

試験の申込みが始まっております。今回の試験より出題範囲が  

「 IT 経営推進プロセスガイドライン  Ver.3.0」となります。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml365 

試験のサンプル問題も公開中です！  

 

 

◆ IT 導入支援事業者向け『 IT 導入補助金』採択後の取組！研修開催  

補助事業を確実に完了させる為に、補助事業者及び IT 導入支援  

事業者が行うべき事をお話しします。さらに、手引書に乗って  

いない「うっかりやってしまいがちな」重大なミスなど、  

絶対にやってはいけない事についてのノウハウもお話しします。  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcaitit.html?=ml365 

 

 

◆「 OJT による実践力向上研修」受講者の募集を開始いたしました。  

OJT プログラムは実際の企業での支援を通じて「実務経験のない  

ITC」に実践力を身に付けていただき実績ができることを目標と  

しております。 IT コーディネータとして第１歩を踏み出してみま  

せんか？詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ojttrainee.html?=ml365 

 

 

◆2017/05/24～ 2017/06/05 に、 IT コーディネータの方のご協力を  

いただき実施しました、“ IT コーディネータビジネス活動アン  

ケート”の集計結果を公開致しました。  

https://www.itc.or.jp/foritc/BizQuestionnaire/?=ml365  

 

 

◆COMPASS2017 年秋号が刊行になりました！  

5 月 31 日に発表された攻めの IT 経営中小企業百選 2017 を掲載し  

ました。特集では、競争が激しくなった Web 活用について関係者  

の見解を紹介。 IT コーディネータからは、静岡県の和田喜充さん  

がアドバイス。事例では、福井県の先織久恒さんが支援した  

ヘッドデトックス「 COCOCHI+PLUS」の Web 改善の取り組みを掲載  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcaitit.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ojttrainee.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/BizQuestionnaire/?=ml365
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しています。 ITC の方は無料でご利用いただけます。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_inde

x.html?=ml365 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  【メルマガ読者限定】読者プレゼントのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

ITC 掲示板のコーナーでご紹介した、  

「ワトソンで体感する人工知能」（井上研一  著）を抽選で 2 名様  

にプレゼントいたします。なんと執筆者本人のサイン入り！  

 

↓↓ご応募はこちら ↓↓↓ 

https://pro.form-mailer.jp/fms/808527ff120643 

 

応募締め切り： 8 月 20 日（日曜日）まで  

※当選された方には後日ご連絡致します。  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■【名古屋開催】「支援機関連携ビジネス研修」  

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

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 IT コーディネータと  

してのビジネスを確立させよう！！  

受講者の中で希望者にはセミナーアシスタントへの推薦をいた  

します。  

開催日： 8 月 29 日（火） 10： 00-17： 00 

会場：（名古屋）オフィスパーク栄・宝第一ビル会議室   

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml365 

 

 

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

■【実地研修】第５回中小企業経営支援実践能力養成研修  

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

この研修は、特定非営利活動法人モノづくり応援隊ｉｎ大田区が、  

11 年間の活動実績で 150 社を超える企業支援を実施したノウハウを  

https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml365
https://pro.form-mailer.jp/fms/808527ff120643
https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml365
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ベースにした、実地研修です。 IT コーディネータ協会の実地研修  

としても、今回で第 5 回目となる実績のある研修です。  

「営業実習コース」支援企業の獲得手法と支援ノウハウの修得  

「支援演習コース」支援ノウハウの修得  

開講日： 9 月 2 日（土）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017

.html?=ml365 

 

 

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

■「政府が本気（マジ）  !?「テレワーク」に取り組む ITC」  

～ IT を活用して働き方改革。女性の活躍と地方創生。～  

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

本セミナーでは、テレワーク導入支援実績 40 社超のテレワーク  

コンサルタントが、テレワークの定義から、国の施策や助成金と  

いった基礎知識に加え、普及の現状や課題、導入する際のポイン  

トを解説します。また、東北での官民協働事例を基にした、地域  

(自治体 )との付き合い方と IT コーディネータの在り方について  

IT コーディネータの目線で語ります。  

開講日： 9 月 5 日（土）  14： 00-16： 10 

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/tel0905.html?=ml365 

 

 

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

■【 ITCA×CompTIA】ビジネス・コミュニケーション・スキル  

 実践＆人材育成支援コーディネータ研修  

～仕事上のコミュニケーションはスキルである！～  

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

人材育成でビジネスをしたい方、人材育成部門の方必見です！  

CompTIA が提供する BCSA（ビクサ）を利用した、どの企業でも  

無理なく、分かりやすく、納得した上で展開できるビジネス・  

コミュニケーション・スキルの戦略的実践を学びます。  

また効果的な人材育成計画の構築の考え方もご提供します。  

ご自身で体験し、ＩＴＣビジネスにお役立てください！  

開催日：  9 月 6 日 (水 ) 10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  （東京）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml3

65 

 

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/tel0905.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml365
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---------------------------------------------------------- 

■「ビジネス競争力課題解決ツール」  

～「ビジネス競争力強化支援ツール」課題解決機能～  

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

ITC にとって有効な武器”課題解決ツール”を習得する事で、企業

の  

経営課題の解決策を導きだせます。  

開催日： 9 月 9 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/d4.html?=ml365 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「ビジネスモデルキャンバス（ BMC)実践編」  

～既存企業の BMC 事例から発想する提案術～  

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

「ビジネスモデルキャンバス」の書き方を 1 日で習得し、提案の為

の実践力  

を身に付けましょう。  

開催日： 9 月 9 日（土） 10： 00-17： 00 

会場：大阪私学会館  308 会議室  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d3_1.html?=ml365 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「自治体には ITC の仕事がある！」  

～ ITC は自治体にとってまさに願ったり叶ったりの助っ人だった～  

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

本セミナーでは、自治体 CIO／ CIO 補佐官には、 CIO 設置の背景や  

業務内容を通じて、自治体が求めるべき専門人材のあり方について、 

自治体を支援する IT コーディ  ネータには 4 年間で 12 クライ  

アントと契約（直接契約分）した実例を紹介いただきます。  

開講日： 9 月 15 日（金）  14： 00-16： 10 

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/jichitai0915.ht

ml?=ml365 

 

 

その他のセミナー情報はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d4.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d3_1.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/jichitai0915.html?=ml365
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/jichitai0915.html?=ml365
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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

5 

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

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?=ml365
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml365

