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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 366 号】 IT コーディネータ試験、まもなく締切！  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

夏休みに長野県阿智村に行ってきました。阿智村は環境省より  

「星が最も輝いて見える場所」第 1 位（平成 18 年）になっており、 

天の川も見えるところだそうです。行った日は天候の関係で  

はっきりと天の川は見えなかったのですが、少しだけ見えました。  

いつかは綺麗な天の川を見てみたいです。  

 

さて、今号のメルマガでは IT コーディネータ試験や、会員様限定  

無料セミナーのご案内をメインにお届します。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. IT コーディネータ試験の申込みは 8 月末まで！  

 2. 第 5 回  会員様限定無料セミナーのご案内  

 3. ITC 協会からお知らせ  

 4. セミナーのご案内（ちょっと多め）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  IT コーディネータ試験の申込みは 8 月末まで！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

今月末で ITC 試験の申込みが締め切りとなります。  

まだお申し込みされていない方はお早めにお申し込みください。  

IT コーディネータの方は、試験の合格で 10 ポイント取得出来ます！  

 

・試験予約期間：  8 月 31 日（木）まで！  

・試験実施期間：  9 月 3 日（日）まで！  

 

試験のサンプル問題も公開中！  

詳細は下記 URL の「サンプル問題」よりご確認ください。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml366 

 

試験の対策講座はこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml

366 

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml366
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今回の試験より、「 IT 経営推進プロセスガイドライン  Ver.3.0」  

が出題範囲となります。ご購入はこちら。  

ピンク色の表紙が目印です！  

https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml366 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  第 5 回  会員様限定無料セミナーのご案内  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

大好評の会員特別セミナーも 5 回目を迎えました。  

今回は『「デザイン」という言葉は、ビジネスの世界になぜ普及し  

ないのか？』の講演です！  

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

 

■タイトル：  

デザイン」という言葉は、ビジネスの世界になぜ普及しないのか？  

 －「意味のイノベーション」とは何か？－  

 

■講師：  

安西  洋之  氏  

 

■ご講演概要  

「デザイン」がビジネスの世界に定着しないことを焦る人たちと、  

「デザイン」に無縁であることをまったく気にしない人たちがいる。 

しかし、「デザイン」と距離があっても、「イノベーション」は、  

好むか好まないかに関わらず、推進することにあまり否定的になら

ない。  

この現象には、いくつかの見逃せない問題点が隠されている。  

欧州委員会が推進するイノベーション政策も参照しながら、  

世に溢れる問題解決アイデアとは異なる方向を探る「意味の  

イノベーション」について説明する。  

 

◆開催概要◆  

開催日時： 9 月 8 日（金） 15： 00～ 18： 30(交流会 17： 15～ ) 

会  場：文京グリーンコートセンターオフィス  17 階  A 会議室  

参加費：無料  

対象者： ITCA 法人会員および個人会員  

定  員：先着 100 名  

 

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201709.html

?=ml366 

 

https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml366
https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201709.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201709.html?=ml366
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---------------------------------------------------------- 

あなたの勤務先は法人会員かも！？  

法人会員の企業にお勤めの方もお申込みできます！  

 

＜法人会員様一覧はこちら＞  

http://www.itc.or.jp/guidance/link/?=ml366 

・会員特典はこちら  

http://www.itc.or.jp/guidance/special/?=ml366 

・協会会員入会はこちら  

http://www.itc.or.jp/guidance/info/?=ml366 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ ITC カンファレンス 2017 お申し込み受付中！  

今年も早割あります。 9 月末までのお申し込みがお得です。  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml366 

 

 

◆「 ITC Conference 2017」に出展ブース出しませんか？  

出展ブースのお申し込み受付中です。  

https://www.itc.or.jp/event/itcconference_2017_1.html?=ml366 

 

 

◆9 月はセミナー強化月間（テレワーク、自治体支援、IoT/ビッグデ

ータ）  

9 月はセミナー強化月間と題して、 3 つのテーマでセミナーを企  

画しました。各 2 時間のセミナーで、ストリーミング配信と  

IT コーディネータ協会での会場参加があります。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/9iot.html?=ml366 

 

 

◆新しい e ラーニングが公開になりました！  

『 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～  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/a5_itciotai.html?=ml366 

 

 

◆モバイルシステム技術検定のご案内 (MCPC）  

IoT・ AI エンジニアに必須とされるモバイル検定は約 7 万人の  

技術者が受検し業界の標準資格となっています。  

http://www.itc.or.jp/guidance/link/?=ml366
http://www.itc.or.jp/guidance/special/?=ml366
http://www.itc.or.jp/guidance/info/?=ml366
https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml366
https://www.itc.or.jp/event/itcconference_2017_1.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/9iot.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/a5_itciotai.html?=ml366
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※検定の詳細・お申込みはこちら  

http://www.mcpc-jp.org/kentei/index.html 

※ ITC 資格者には以下の受験特典があります。  

http://www.mcpc-jp.org/kentei/it_coordinator/index.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ（ちょっと多め）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■【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  

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?=ml366 

 

 

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

■「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。～  

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

【第 1 部】「テレワークで『働き方改革』の波に乗れ！」  

～テレワークの基礎から現状、課題や導入のコツまで一気に解説～  

 講師：株式会社テレワークマネジメント  鵜澤  純子  氏（ ITC）  

【第 2 部】「官民協働による地域課題解決の為のテレワーク活用」  

      ～東北の IT 人材育成とテレワーク～  

 講師：株式会社コー・ワークス  五十嵐  淳  氏（ ITC）  

開催日： 9 月 5 日（火） 14： 00-16： 10 

会場：ＩＴコーディネータ協会（ライブストリーミング有）   

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/tel0905.html?=ml366 

 

 

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

■「ビジネス競争力課題解決ツール」   

http://www.mcpc-jp.org/kentei/index.html
http://www.mcpc-jp.org/kentei/it_coordinator/index.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/tel0905.html?=ml366
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～「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?=ml366  

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「特別編」受け入れられる企画提案書作成方法  

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

今年度開催は、この 9/11 だけ！  

この場にご参加いただいた方のみの、旬な資料が満載でした。  

「あなたの“知りたい事”がココにあります！」  

企画提案書作成に特化させた、研修で充実の１日を過ごしませ  

んか？ご自身の疑問、課題をどうぞお持ちください。  

この日に解決してスッキリ！武城講師に相談しよう！  

開催日： 9 月 11 日（月） 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/seminar/post_20170251.h

tml?=ml366 

 

 

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

■変革のステップと合意形成  

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

本講座では、変革を推進する上で重要となる次の合意形成について

学習します。  

1）経営トップと「変革の目標と戦略の設定」について合意形成する。  

2)ステークホルダーと「変革への要求」について合意形成する。  

3)ラインのキーマンと「変革の施策」について合意形成する。  

4)ラインの従業員と「施策の具体化」について合意形成する。  

開催日： 9 月 11 日（月） 10： 00-17： 00 

会場：株式会社  富士ゼロックス総合教育研究所（東京）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150261.html?=ml3

66 

※フォローアップ研修対象  

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/post_20170251.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/post_20170251.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150261.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150261.html?=ml366
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---------------------------------------------------------- 

■「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 - 

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

【第 1 部】「自治体 CIO／ CIO 補佐官の業務事例」  

      ～実力派自治体ＣＩＯ補佐官の話をお届けします～  

 講師：港区役所  情報政策監  川口  弘行氏（工学博士、 ITC）  

【第 2 部】「自治体を支援することが私の使命」  

      ～「自治体支援専門」独立 ITC の活動内容～  

      ～起業・独立から 4 年間の軌跡～  

 講師：Ｏｆｆｉｃｅ  ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ  

    代表  山下  太一氏（ ITC）  

開催日： 9 月 15 日（金） 14： 00-16： 10 

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）   

お申込み・詳細はこちら  

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

ml?=ml366 

 

 

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

■「 IoT は「つなげる」「あつめる」「活用する」！」  

～  経営者の「 IoT って、やってみたいんだけど・・・」  

           その声にあなたは応えられますか？～  

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

【第１部】「これから始める IoT」  

      ～事例から見る IoT プロジェクトの進め方～  

 講師：株式会社ウフル  

    IoT イノベーションセンター  松浦  真弓氏  

【第２部】「 RESAS で始める地域データの可視化と分析」  

 講師：合同会社ノーテーション  

    矢崎  裕一氏  

開催日： 9 月 28 日（木） 14： 00-16： 10 

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iot0928.html?=ml366 

 

 

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

■金融機関連携ビジネス研修  

～金融機関に必要とされるＩＴコーディネータとは？～  

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

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  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/jichitai0915.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/jichitai0915.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iot0928.html?=ml366
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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！！  

金融機関とビジネスがしたいＩＴＣの仲間を募集中です！  

開催日： 9 月 29 日（金）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml366 

 

 

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

■ WEB コンサルタント育成研修  

～ WEB の専門家が、 WEB 活用を成功に導くコンサルティングノウ  

ハウを伝授します！～  

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

WEB の取組み未経験の方でも本研修の受講で中小企業を支援する  

ためのコンサルティングスキルを高めることができます。  

12 講座の中でご興味のある講座を受講ください。  

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

開催日： 9 月～ 10 月（詳細はＨＰをご覧ください）  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/webconsulting_0902.html

?=ml366 

 

 

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

■【 2017 年度受講生（トレーニー）募集開始】  

 OJT による実践力向上研修  

～実際の企業を舞台にお客様支援を体験してみよう！！～  

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

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支援実績ができることを目標として  

います。 ITC として第 1 歩を踏み出してみませんか？  

【 OJT 案件】関東・北陸にご用意できました。  

現在、各地域でご協力企業様と調整中です！  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ojttrainee.html?=ml366 

 

 

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  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/webconsulting_0902.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/webconsulting_0902.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ojttrainee.html?=ml366
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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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

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/society/activity/mail/index.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml366

