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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 371 号】 ITC カンファレンス 2017/セミナーのお知

らせいろいろ  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

最近、協会のホームページにてチャットサービスを試験導入して  

ます。「 IoT 導入ガイドを買いたい」等の簡単なご質問の場合は  

ご利用ください。私を含め 2～ 3 名で対応しているので一度に  

たくさんのお問い合わせが来た場合は対応が出来ない場合があり  

ます。メルマガの感想もチャットで送れます (笑 ) 

試験導入は本日（ 11/10） 17 時まで。  

 

さて、本日のメルマガは再来週に開催が迫った ITC カンファレンス  

の受付方法をメインにお知らせ致します。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC カンファレンス 2017 受付方法のご案内  

 2. ITC 協会からお知らせ  

 3.  情報処理推進機構（ IPA）よりお知らせ  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC カンファレンス 2017 受付方法のご案内  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

いよいよ『 ITC カンファレンス 2017』の開催が迫って参りました。  

当日の受付方法をご案内致します。  

 

―――――― ITC カンファレンス 2017 開催概要――――――――  

 

■開催日時  2017 年 11 月 24 日（金）  ～  25 日（土）  

※受付時間： 1 日目は 12:00、 2 日目は 9:00 より開始します。  

 

■会場  ベルサール新宿グランド  

    新宿区西新宿 8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー  1F 

 

―――――――――――――――――――――――――――――  
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＜参加される皆様へお願い＞  

ご招待を含めた全ての参加者は、 QR コードでの受付となります。  

必ず QR コードが表示されるスマートフォン、又は  QR コードを印刷  

し、会場までお越しください。  

 

チケットログイン画面はこちら  

https://peatix.com/signin?login=1 

※パソコンでチケットを確認する方法はこちら  

https://help.peatix.com/customer/portal/articles/1193319 

 

 

■当日参加について（事前申込なし）  

当日のご参加も可能ですが、参加料のお支払方法はクレジットカー  

ド決済のみとなります。  

※交流会は当日枠を若干設けています。ご希望の早めにお申し出く

ださい。  

 

■ WEB 受付は 11 月 22 日（水） 17： 00 まで！！  

クレジットカード決済以外のお支払方法をご希望の場合は、  

事前に WEB よりお申込みください。（開催前のご入金が必要のため） 

＜ ITC カンファレンス  事前お申込みはこちら＞  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml371 

 

※参加者の皆様への最終ご案内は 11 月 21 日（火）に再度メールに

て致します。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ケース研修のお申込は本日 17 時まで！  

お申し込みをお考えの方はお早めにお申し込みください。  

＜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   

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml371 

 

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml371
http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml371
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◆「 IoT 導入コンサルタント研修」のご紹介（ 2 講座）  

「中小企業のための IoT 導入ガイド」をもとにした研修です  

IT コーディネータが、中小企業の経営に役立つ IoT 導入のために、 

IoT の特長や中小企業の実態を理解するための研修です。  

さらに IoT 導入効果である「見える化」「改善・管理」「付加価値  

創出」の模擬体験を通じて実践力をつけていただく演習を用意しま  

した。  

IoT 導入プロセス研修： 12 月 8 日（金） 13： 30～ 16： 30 

IoT 導入コンサルタント実践演習：12 月 19 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/iotconsulting.html?=ml3

71 

 

 

◆フォローアップ研修の新講座のご紹介  

「 IT コーディネータのための「ファシリテーション」の指導スキル」 

 ～ファシリテーション勉強会を運営するために～  

ファシリテーションを指導するスキルを体得していただきます。  

「教えることは学ぶこと」でもありますので、必ずしも講師を務め  

る予定がない方でも、自身のスキルアップとして、ぜひ、ご参加  

ください。特典として、ファシリテーション基礎スキルの教材を  

ppt ファイル形式で提供します。  

開催日： 2018 年 1 月 13 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/d8it.html?=ml371 

※フォローアップ研修対象  

 

 

◆＠人事にて協会のコラムを掲載中です！  

今回は、ちば経営応援隊の川名さん、荒木さんに「中小企業の情報  

セキュリティ対策に新情報！」についてご執筆頂きました。  

https://at-jinji.jp/expertcolumn/70 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  情報処理推進機構（ IPA）よりお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆経験と勘に頼らない事業戦略マネジメント  ワークショップセミ

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iotconsulting.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/iotconsulting.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d8it.html?=ml371
https://at-jinji.jp/expertcolumn/70
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ナー   

 ～データに基づく実践的な組織目標立案のために～  

本セミナーでは「中堅企業が新規事業として e コマースビジネス  

を立ち上げる」を想定して、実際のビジネス問題を対象にグルー  

プで議論し、目標・戦略を設定します。また、戦略間の矛盾や  

重複といった問題を抽出して改善する一連の流れをワーク  

ショップを通じて習得します。   

開催日： 2017 年 11 月 20 日（月） 13： 30～ 17： 30  

会場：文京グリーンコートセンターオフィス 13 階   

詳細はこちら  

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171120.html 

 

 

◆「非機能要求グレード」実践セミナー   

～システム基盤の非機能要件定義を講義と演習で身につける～・   

本セミナーでは、システム基盤の非機能要件定義を漏れなく効率  

的に行うことができる手法である「非機能要求グレード」について、  

講義と演習により、現場で実践的に活用できる力を身につけること  

ができます。   

開催日： 2017 年 11 月 21 日（火） 10： 30～ 18： 00  

会場：文京グリーンコートセンターオフィス 13 階   

詳細・お申し込みはこちら  

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20171121.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

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

■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

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml371
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71 

 

 

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

■働き方改革プロジェクトリーダー養成コース  

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

本セミナーでは、自社の働き方改革のリーディングを担当する  

経営層、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバー、現場  

推進者などの方を対象に、企業と個人の両方に成果を出す改革の  

進め方について、事例を交えながら基本的な考え方と実践のヒント  

を解説します。生産性向上、多様な人材活用、リスク対応力強化  

（ BCP： Business Continuity Plan 事業継続計画）、ワーク・  

ライフ・バランス実現といった目的達成を目指して、プロジェ  

クトをどう進めたらよいか、自社の現状を振り返りながら考えて  

いただく場です。  

開催日： 12 月 1 日（金） 10:00～ 17:00 

詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170267.html?=ml371  

※フォローアップ研修対象  

 

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

■「経営者と考えるデザイン思考」   

～問題解決型アプローチから未来志向へ～  

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

人間中心のイノベーション手法として注目されている『デザイン  

思考』を実在する企業をケースにワークショップを行います。  

ワークショップを通じて、これまで慣れ親しんだ問題解決型アプ  

ローチではなく未来志向型アプローチを体感していただきます。  

ワークショップでは、アクティブリスニング、オープンスペース  

ミーティング、ワールドカフェ、 AI（アプリシエイティブ・  

インクワイアリー）など人間中心のイノベーションに必須の  

「関係性の質の向上（成功循環モデル）」に効果的な注目の手法も  

盛り込んでいます。また未来のイメージを共有するためのプロト  

タイプ作成、即興ストーリーテリングも実施します。 ITC として  

のコミュニケーション能力・表現力向上に寄与します。  

開催日： 12 月 2 日（金） 10:00～ 17:00 東京  

    12 月 3 日（金） 10:00～ 17:00 大阪  

詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml3

71 

※フォローアップ研修対象  

 

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170267.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml371
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---------------------------------------------------------- 

■ 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?=ml371 

 

 

 

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?=ml37

1 

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

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/system1214.html?=ml371
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml371
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml371

