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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 368 号】ITC カンファレス 2017 まもなく早割締切！  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

お彼岸の季節ですね。今はヒガンバナが見頃になっている所も  

多いのではないでしょうか。日本だとお彼岸の季節に咲くので  

「ヒガンバナ」と呼ばれていますが、アメリカではハリケーンが  

良く訪れる季節に咲くので「ハリケーンリリー」と呼ばれている  

そうです。国が違っても、名前に季節の風物詩が入っていることが  

共通しているのはちょっと面白いなと思いました。  

 

さて、今回のメルマガでは ITC Conference 2017 のみどころ紹介  

をメインにお知らせします。早割は 9 月末までなのでお申し込みを  

考えている方はお早めに！また、今号では読者プレゼントもあり  

ます。たくさんのご応募お待ちしております！  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC Conference 2017 みどころ紹介  

 2. ITC 協会からお知らせ  

 3. 中小企業庁よりお知らせ  

 4. メルマガ読者プレゼントのお知らせ  

 5. セミナーのご案内（ちょっと多め）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC Conference 2017 みどころ紹介  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

早割り期間終了まで約 1 週間です！  

今年の「 ITC Conference 2017」は、 11/24（金）・ 25（土）の  

2 日間ベルサール新宿グランドにて開催いたします。  

 

今年のテーマは「 ITC がつなぐ付加価値創造社会  ～ Road to 

 Society5.0～」です。テーマの根底には新産業構造ビジョンで  

掲げられている“ Connected Industries”があります。モノと  

モノ、コトとコトがシームレスに繋がり、高付加価値を生み出す  

産業社会です。それを踏まえた今回のカンファレンスの見どころ  

を以下にご紹介致します。  

 

昨年に引き続き、 2 トラック制を導入し、皆様のご要望にお応え  
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できるようなカンファレンスにしていきたいと思います。  

 

◆基調講演  

“ Connected Industries の実現に向けて”  

経済産業省  商務情報政策課  情報技術利用促進課長  中野  剛志様  

 

【講演概要】  

今年の 3 月に「国際情報通信技術見本市（ CeBIT2017）」で発表さ  

れました我が国の産業が目指す姿を示すコンセプトの「 Connected 

 Industries」を分かりやすくご講演頂きます。  

 

◆特別講演  

“将棋や囲碁の名人を超えるほどを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。”  

学校法人愛知学院  愛知学院大学  特任教授  

将棋プログラム Ponanza 開発者  山本  一成様  

 

【講演概要】  

将棋の現役名人を倒したコンピューターソフト『 Ponanza』の作  

者、山本一成と考えるこれからの時代の生き延び方。 10 年に渡り  

人工知能研究の最前線で目にしてきたその進化と現状、そして  

今後 AI といかにして共存するかと言う我々全員が考えなければ  

いけない共通命題をわかりやすくお話しします。  

 

その他のプログラム、お申し込みは以下の URL をご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml368 

【お得な早割は 9 月末までです】  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆IT コーディネータ協会機関誌「架け橋」22 号発行いたしました！  

今号の特集は「今どきの企業内 ITC 活用レシピ～ ITC って企業内  

でどう使う？」です。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml368 

 

 

◆ケース研修のお申し込み受付中  

＜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） 

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml368
https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml368
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17 時が募集締切となります（予定）。  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml368 

 

 

◆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）  

https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017.html?=ml368 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  中小企業庁よりお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

中小企業庁では、民間団体（（公財）ハイパーネットワーク社会研  

究所）に委託をして、「情報モラル啓発セミナー」を全国で開催し  

ています。このセミナーは、企業が情報を取り扱う際に求められ  

る考え方とその行動（情報モラル）について啓発するもので、  

今年度は 7 ヶ所でシンポジウム、セミナーを開催しており、企業  

の方だけでなく IT 支援者や IT を活用する方ならどなたでも無料  

で参加出来ます。  

 

9 月 27 日（水）には秋田で開催する予定です。  

現在、申込みを募集しておりますので、企業の経営者を初め、  

情報担当者の方、中小企業団体、IT 支援者など、是非ご参加くださ

い。  

 

■セミナー  

9/27（水）秋田、 11/9（木）栃木県宇都宮市、 11 月下旬  岐阜、  

12 月上旬  愛媛県松山市、 1 月下旬  沖縄県那覇市、  

 

■シンポジウム  

2 月  大分  

 

各地のセミナー詳細・お申し込みはこちら  

http://www.j-moral.org/ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  メルマガ読者プレゼントのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

先日、協会で開催した会員限定セミナーにご登壇頂いた、  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml368
https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017.html?=ml368
http://www.j-moral.org/
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安西  洋之氏より本（サイン入り）を寄贈頂きました。  

この書籍を抽選で 2 名様にプレゼントします！  

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

タイトル：デザインの次に来るもの  これからの商品は「意味」を考

える  

著者：安西  洋之 , 八重樫  文   

 

本書は、いまヨーロッパで注目されている経営戦略「意味のイノ  

ベーション」について本格的に解説する書籍です。  

 

（参考） Amazon での書籍のご紹介ページはこちら  

https://www.amazon.co.jp/dp/4295400807/ 

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

 

読者プレゼントのご応募はこちら  

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

 

応募締め切り： 10 月 1 日（日曜日）まで  

※当選された方には後日ご連絡致します。  

たくさんのご応募お待ちしております ( ﾟ∀ﾟ)ﾉ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ（ちょっと多め）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■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

68 

※フォローアップ研修対象  

https://www.amazon.co.jp/dp/4295400807/
https://pro.form-mailer.jp/fms/808527ff120643
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170259.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170259.html?=ml368
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---------------------------------------------------------- 

■「 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?=ml368 

 

 

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

■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?=ml368 

 

 

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

■つながる世界に求められる利用時の品質  

-安全安心を実現するためにソフトウェア設計者が意識すべきこと - 

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

IoT 時代の到来を迎えて、 IoT 製品／サービスの想定外のつなぎ  

方や操作の誤りにより、安全性を脅かす重大な事故や被害の発生  

が予測されます。その対策として、 IPA/SEC は今年 3 月に報告書  

「つながる世界の利用時の品質～ IoT 時代の安全と使いやすさを  

実現する設計～」を公開しました。本セミナーでは本報告書の  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iot0928.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml368
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解説と、実際に利用時の品質を考慮している事例を紹介します。  

開催日： 10 月 4 日（水） 14： 00～ 16： 45 

会場：独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)内  会議室  

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20171004.html 

 

 

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

■ 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?=ml368 

 

 

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

■まだまだ使い倒せる SNS ビジネス  

～  SNS、本当に活用できていますか？～  

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

【第 1 部】「 SNS 最新トレンドと活用方法」  

～  SNS、本当に活用できていますか？～  

講師：株式会社ペンタゴン  冨田  さより氏   

【第 2 部】「 FaceBook 広告を活用した Web マーケティング」  

 講師：株式会社飲食店繁盛会  代表  笠岡  はじめ氏   

開催日： 10 月 17 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/sns1017.html?=ml368 

 

 

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

■ 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、  

自らなりの知見を得る機会を提供します  

開催日：（ＡＩクラウド体験） 10 月 19 日（木）  10： 00～ 17： 00 

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20171004.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itc_773.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/sns1017.html?=ml368
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    （ＡＩプロジェクト） 10 月 26 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/itcai.html?=ml368 

 

 

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

■自治体ビジネス研修「入門編」  

ゲストスピーカー：兵庫県のとある自治体と調整中です！  

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

・・・将来に漠然と危機感を抱いているあなたへ・・・  

→「悩み」「お困りごと」など、実際の現場の声を聞き知ることがで

きる  

→現職の自治体支援者ならではのノウハウの提供を受けることがで

きる  

→「ご自身の強みを活かし自治体を支援する」ことが  

 今後の選択肢の一つとして実感することができる  

開催日： 10 月 20 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/foritc/seminar/jichitai.html?=ml368 

 

 

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

■支援機関連携ビジネス研修  

～支援機関に必要とされるＩＴコーディネータとは？～  

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

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講師のアシスタント候補への  

登録ができ、協会からご紹介することがございます。  

開催日： 10 月 27 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-shienkikan.html?=ml368 

 

 

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

■中小企業にとっての web マーケティングとは  

～ホームページで「週末起業」はじめませんか？～  

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

将来の「独立」に向け「 2 枚目の名刺を持ちたい」「週末起業を  

したい」「スモールビジネスから始めたい」方必見の研修です。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml368


 8 / 9 

 

ネットだけで 10000 社以上の利用者を集めたシステム開発会社が  

教える中小企業のための「ホームページ活用方法」と「 WEB マー  

ケティング」  

開催日： 10 月 24 日（火）  13： 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/foritc/seminar/web.html?=ml368 

 

 

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

■イノベーション研修「イノベーションプロセスの実現」  

～あなたの「マネジメント」が会社を変える～が始まります。  

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

イノベーションと聞いて、皆様何を想像されますか？  

100 冊もの本を読んで、いろいろと考えて分かったことは、次の 3 つ

です。  

(1)イノベーションは、アイデアだけではできないこと  

(2)イノベーションは、一人ではできないこと  

(3)イノベーションは、組織的な取り組みであること  

これを実感してもらための研修を用意しました。  

開催日： 10 月 31 日（火）  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【講師紹介動画あり！】  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1031_innovation.html?=m

l368 

 

 

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

■【 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。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？  

【 OJT 案件】関東に案件をご用意できました。  

      その他も現在、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?=ml368 

 

 

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1031_innovation.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1031_innovation.html?=ml368
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ojttrainee.html?=ml368
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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

8 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  
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https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml368

