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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 367 号】ケース研修のお申し込み開始 /ITpro EXPO 

2017 出展します  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

先週、高熱が出たため仕事をお休みしていました。  

高熱出る→薬飲む→熱下がる→また高熱出るのループにはまり、  

私の体の中はドッタンバッタン大騒ぎでした。季節の変わり目です  

ので、皆様も体調管理にはお気をつけください。手洗い・うがいは  

こまめにやりましょう。  

 

さて、今回のメルマガでは、ケース研修の申込み開始のお知らせや、  

ITpro EXPO 2017 出展のお知らせをメインにお送り致します。  

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ケース研修のお申し込み開始しました  

 2. ITpro EXPO 2017 出展します  

 3. ITC 協会からお知らせ  

 4. 協会スポンサーよりお知らせ  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ケース研修のお申し込み開始しました  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ケース研修のお申し込みが開始しました！  

2017 年度第 1 期のケース研修より全面的に見直しを行いました。  

--------------------- 見直し箇所  ------------------------ 

・ IT 経営推進プロセスガイドライン Ver3.0 対応となりました。  

・ケース事例が、新しくなり、流通業となりました。  

・課題数を減らし、より議論できる時間を多くとりました。  

・ｅラーニングの運用を見直し、受講者のご負担を軽減しました。  

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

 

IT コーディネータの方は、是非周囲の方にご受講をおすすめ頂けま

すと幸いです。  
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■募集期間  

2017 年 9 月 1 日（金）～  11 月 10 日（金） 17 時（予定）   

但し、 11 月から研修が開始するコースについては、 10 月 6 日（金） 

17 時が募集締切となります（予定）。  

 

■研修開催場所  

宮城、栃木、千葉、東京、石川、長野、愛知、  

京都、大阪、兵庫、島根、広島、愛媛、福岡  

 

＜このような方にオススメです＞  

・  企業の情報システム部門に在籍中で、スキルアップを目指す方  

・  企業内で業務改善、情報化を担当されている方  

・  ＩＴベンダー企業で、「企画」や「営業」の仕事をされている方  

・  経営コンサルの仕事をされていて、経営者からＩＴ関連のアド  

バイスを求められている方  

・  ＩＴ経営のコンサルで、独立を考えている方   

 

＜受講者の声＞  

ケース研修は、プロの講師による実体験に基づく指導や同期メンバ  

ーとのディスカッションが特徴です。机上では学べない多くの刺激  

を感じることができ、その経験は、今後 IT コーディネータとして個  

人やコミュニティで活躍するための原動力を培う場だったと思って  

います。このような経験（ケース研修等）と知見（試験等）を経て  

取得する IT コーディネータ資格は、新しいスタートを切るための  

切符だと思っています。今後、この切符を活用して自ら活躍すると  

ともに、コミュニティでの交流を持って他のメンバーと切磋琢磨し  

ていきたいと思います。  

 

■詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml367 

 

■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/case-institute/?=ml367 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITpro EXPO 2017 出展します  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

今年も ITpro EXPO 2017 に出展致します。  

皆さまのご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。  

 

会期： 2017 年 10 月 11 日（水）～ 10 月 13 日（金）  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml367
https://www.itca-school.jp/case-institute/?=ml367
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   10： 00～ 17： 30 

会場：東京ビッグサイト  東 4-6 ホール  

出展ブース番号： 1621（オープンシアターの近くです！）  

入場料： 3,000 円（税込）  

ただし、主催者サイトから  来場事前登録を行えば無料。  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2017/ 

または、弊協会より招待状をお送り致しますので、必要部数・  

送付先を協会までお問い合わせください。  

 

なお、当日 IT コーディネータ協会のブースにお越しの IT コー  

ディネータの方には、お名刺と引き換えにポイント証明書  

（ 1 ポイント）をお渡しいたします。  

 

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017.html?=ml367 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ 【早割は 9 月末まで】 ITC カンファレンス 2017 申込み受付中！  

特別講演を簡単にご紹介します！  

最強将棋 AI ポナンザ開発者  山本  一成  様  

将棋や囲碁の名人を超えるほど強くなった人工知能。果たして、  

それで我々の生活が変わるのか。名人を倒したコンピュータ  

プログラムを作った作者が人工知能と未来を語ります。  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml367 

 

 

◆「 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?=ml367 

 

 

◆メルマガ 365 号で実施した読者プレゼント抽選会を行いました。  

ご応募ありがとうございました！抽選結果、抽選会の様子はこちら

をご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot3.ht

ml?=ml366 

 

 

◆＠人事にて協会のコラムを掲載中です！  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2017/
https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml367
https://www.itc.or.jp/event/itcconference_2017_1.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot3.html?=ml366
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot3.html?=ml366
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第 2 回は、仙台の淡路  義和さん、武田  修さんに IT コーディネータ  

の資格の取得のきっかけや活用事例を語って頂きました。  

https://at-jinji.jp/expertcolumn/57 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  協会スポンサーよりお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

協会スポンサーの OBC 社よりセミナー・展示会のお知らせです。  

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

 

■「奉行フォーラム」全国 13 会場で開催！  

～奉行流  働き方改革で  労働時間削減～  

 

10/3（火）静岡・ 10/6（金）横浜・ 10/11（水）名古屋  

10/13（金）大宮・ 10/17（火）東京・ 10/19（木）大阪  

10/23（月）金沢・ 10/25（水）福岡・ 11/2（木）札幌  

11/7（火）新潟・ 11/13（月）広島・ 11/15（水）岡山  

11/21（火）仙台  

 

見て・触って・聞いて、具体的な働き方改革の手法を『体感』  

～  実現可能な  働き方改革  が見つかります！  ～  

 

詳細･お申込先はこちら  

https://www.obc.co.jp/f2017/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

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

■「自治体支援者が語る事例と信頼構築」  

～あなたの想像を超える自治体支援を知ってください～  

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

【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  

https://at-jinji.jp/expertcolumn/57
https://www.obc.co.jp/f2017/
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    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?=ml367 

 

 

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

■デザイン思考×システム思考を活かしたソリューション提案入門  

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

ソリューション提案を可能にするためには、ビジネスをデザイン  

する「デザイン思考」とともに、導き出されたデザインをシステ  

ム化する「システム思考」のスキルが必要となります。そこで  

本セミナーでは、大塚有希子博士（システムデザインマネジメ  

ント学  慶應義塾大学）を講師としてお招きし、「ソリューション  

提案」に結びつく要求分析やアイデアの創出について学んでいただ

きます。  

開催日： 9 月 27 日（水） 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_20170257.html?=ml3

67 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■ビジネスニーズを明確化するストラクチャードコミュニケーショ

ン  

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

ビジネスニーズのヒアリングなどにおいて、話し手自身も自分の  

考えをまとめ切れていない・多くの参加者がいて全体の考えが  

バラバラであるなどの問題に出くわすことがあります。また、  

自分の言いたいことが伝わっていない・相手の言いたいことを誤解  

してしまったなどのコミュニケーションミスにより、仕事が遅れる・ 

手戻りが発生するなどの問題に陥ることがあります。このような  

問題を解決するためのコミュニケーション技法「ストラクチャー  

ドコミュニケーション」を習得します。  

開催日： 9 月 28 日（水） 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_20170259.html?=ml3

67 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/jichitai0915.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/jichitai0915.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170257.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170257.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170259.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170259.html?=ml367


 6 / 7 

 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「 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?=ml367 

 

 

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

■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  

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?=ml367 

 

 

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

■「新規就農したＩＴＣが伝える、農業ＩＴの丸ごと全部」  

～他産業にも通じるＩＴ利活用の基本原則と等身大の事例～  

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

このコースは特に、独立系 ITC、中小企業支援、起業を目指す  

方向けに設定された事例研究シリーズです。  

国の「 IT 経営力大賞」受賞企業や「 IT 経営実践認定企業」と  

なった、 IT 経営を実践する企業の ITC 支援事例を学ぶことで、  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iot0928.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml367
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中小企業ビジネスを支援する実践力を強化するコースです。  

特に第 2 部では「事例企業経営者への企画提案」というロール  

プレイングを取り入れ、受講生の「売り込み力」を強化いたします。  

開催日： 9 月 30 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/b5_1.html?=ml367 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■ ITC は、ローカルベンチマークを活用しよう！  

～ユーザーに提案できるロカベンの使い方、教えます～  

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

実際に講師が行ったロカベンの調査の様子を報告しながら、実際の  

活用シーンでのポイントや課題を説明します。  

ロカベン活用の事例紹介もしつつ、質疑応答の時間も設けます。  

開催日： 10 月 6 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/itc_773.html?=ml367 

 

 

 

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

7 

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

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/b5_1.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itc_773.html?=ml367
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml367
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml367

