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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 370 号】 ITpro EXPO 出展レポート /お知らせいろい

ろ  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

本日 16 時より iPhone X が予約開始になるそうです。協会内でも  

今日の帰りに家の近所で予約してくるという人がいました。  

X からホームボタンがなくなり全面ディスプレイになるようですね。 

ホームボタンがない iPhone ってどんな感じなのか気になります。  

 

さて、今回のメルマガでは、 ITpro EXPO 出展レポートとお知らせ  

いろいろをお届けします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITpro EXPO ご来場ありがとうございました  

 2. ITC 協会からお知らせ  

 3.  内閣府からのお知らせ  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITpro EXPO ご来場ありがとうございました  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

日経 BP 社が 10/11～ 13 の 3 日間、東京ビッグサイトで開催した  

展示会に出展し、 ITC 資格制度 PR と IT コーディネータの活動紹介  

・顧客獲得活動を行いました。  

当日ブースにお越し頂いた皆様、ありがとうございました！  

 

出展レポートはこちら  

https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017_report.html?=m

l370 

 

 

■当日ブースにお越し頂いた IT コーディネータの皆様へ  

協会ブースにお越し頂き受講修了証を受け取られた ITC の方は  

ポイント取得の対象となります。  

ポイントは「 5.その他の研修・セミナー、グループ学習等」カテ  

https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017_report.html?=ml370
https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017_report.html?=ml370
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ゴリにご自身にてご登録をお願いします。  

https://teachme.jp/contents/640280 

 

 

■ IT コーディネータ資格を取得検討中の皆様へ  

ITC 届出組織では ITC 受験対策講座を開催しています。  

来年の ITC 試験をご検討の方は受験対策講座も是非ご参考ください。 

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

370 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  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で掲げられ  

ている” Connected Industries”を意識し、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。  

皆様のご参加を心からお待ちしております。  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml370 

 

 

◆フォローアップ研修の新講座が出来ました！  

「 IoT、 AI 時代における業務分析手法の習得」  

業務参照モデルを活用した分析手法を学ぶ事で、業務知識・  

スキルが乏しくても業務分析が可能となります。  

開催日： 2018 年 2 月 15 日（木） 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/d7.html?=ml370 

 

 

◆ケース研修のお申し込み受付中！  

お申し込み期間： 11 月 10 日（金） 17 時（予定）  まで！  

＜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 のコンサルで、独立を考えている方   

https://teachme.jp/contents/640280
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml370
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml370
https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml370
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d7.html?=ml370
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詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml370 

 

 

◆IT スキル研究フォーラム主催「 IoT 人材セミナー」のお知らせ  

http://www.isrf.jp/home/event/semi-isrf/ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  内閣府からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

地域経済分析システム（ RESAS：リーサス）とは？は、地方創生  

の様々な取り組みを情報面から支援するために、経済産業省と  

内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）が提供しています。  

 

◆「 RESAS ハッカソン」の開催について  

内閣府地方創生推進室では第 2 回 RESAS アプリコンテストに  

応募するアプリケーション制作を参加者同士で行う場として  

RESAS ハッカソン（※）を全国 10 拠点で開催いたします。  

（※ハッカソン：プランナーやプログラマー、デザイナー等が  

複数のチームを形成しマラソンのように短期間でアプリケーション  

制作を競う開発イベント）  

詳細はこちら  

https://opendata.resas-

portal.go.jp/contest2nd/hackathon/index.html 

 

 

◆「第 2 回 RESAS アプリコンテスト」の開催について  

内閣府地方創生推進室では地域経済分析システム  

（ RESAS:リーサス）を活用した地域経済の分析や地域の魅力発掘  

に役立つアプリケーションを募集する「第 2 回 RESAS アプリコン  

テスト」を開催します。  

詳細はこちら  

https://opendata.resas-portal.go.jp/contest2nd/index.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■イノベーションプロセスの実現  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml370
https://opendata.resas-portal.go.jp/contest2nd/hackathon/index.html
https://opendata.resas-portal.go.jp/contest2nd/hackathon/index.html
https://opendata.resas-portal.go.jp/contest2nd/index.html
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～あなたの「マネジメント」が会社を変える～  

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

企業や組織が持続的に成長するためには、イノベーションが必要  

であり、このためには、「イノベーション経営サイクル」を理解す  

る必要があります。この概要を、解説している『プロセスで解き  

明かすイノベーション』をベースに、イノベーション経営の考え  

方や背景を学ぶと共に、イノベーションプロセスにおけるマネジ  

メントについて学びます。（講師からの紹介動画あり）  

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   

詳細・お申し込みはこちら  

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

l370 

 

 

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

■【中級編】自治体ビジネス研修：米田講師   

摂津市総務部情報政策課  総括主査  平岩慶介氏（ゲスト）  

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

この研修は、自治体で IT コーディネータが支援を行う際の勘所を  

特にビジネス獲得の面から紹介するものです。  

今回は、摂津市でマイナンバー制度、情報システムの強靭性向上  

など重要プロジェクトをこなしている現場の職員さんがお話します。 

質疑応答の時間をたっぷりお取りします！  

≪中級編のみ特典のヒアリングシート +3 つの受講者の特典あり！

≫  

開催日： 11 月 2 日（木） 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?=ml370 

 

 

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

■ITC としての情報戦略を提案する (1) (2) 

－顧客を理解するための”情報収集と分析”－  

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

この講座では、 ITC が顧客価値を前提とした視点にたって、 ITC プ  

ロセスの「変革認識フェーズ（ V2)／変革認識プロセス（ V3)」を  

振り返ります。「変革認識フェーズ（ V2)／変革認識プロセス  

（ V3)」のプロセスの流れを追いながら、お客様の外部・内部情報  

を分析・整理した上で、顧客視点での提案を行います。  

※ 1 日目のみの受講は可能ですが、 2 日目のみの受講はできません。

2 日間連続で受講をいただくことを推奨いたします。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1031_innovation.html?=ml370
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1031_innovation.html?=ml370
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml370
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開催日： (1) 11 月 11 日（土）  10： 00-17： 00 

    (2) 11 月 12 日（日）  10： 00-17： 00 

詳細・お申し込みはこちら  

http://www.iif-tokyo.jp/followup/index.html 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■ビジネス・コミュニケーション・スキルワークショップ  

～仕事上のコミュニケーションはスキルである！～  

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

ITCA×CompTIA：この講座では、実際のワークショップを体験し、  

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。  

自身のスキルアップに、もしくは社内や顧客先でのコミュニケー  

ションスキルを向上させたい皆様に最適なコースです。  

開催日： 11 月 29 日（水）  13:30～ 17:00 

詳細・お申し込みはこちら  

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

70 

 

 

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

■ ITCA セミナー：使わないと損！うわさの開発ツール  

クラウド？モバイルアプリ？最新開発技術と活用事例  

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

クラウドサービス、ハイブリッドアプリのいいとこ取りをしよう！  

今回は導入社数が 5,000 社を超えるクラウド型データベースアプリ  

「 kintone」と、これまで中小企業での活用は、エンジニアの不足や  

開発コストの問題からなかなか進んでいなかったモバイルアプリの  

開発について、学習コストが低く iOS、 Android の両 OS に対応する  

「 HTML5 ハイブリッドアプリ」というアプリ開発手法をご紹介しま

す。  

開催日： 12 月 14 日（木） 14： 00-16： 10（二部構成）  

詳細：お申込みはこちら（ライブストリーミングと会場参加型）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/system1214.html?=ml370 

 

 

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  

http://www.iif-tokyo.jp/followup/index.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml370
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml370
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/system1214.html?=ml370
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?=ml37

0 

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

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?=ml370
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml370

