
        ４月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年４月２０日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １９名  

足立秀夫さん、形岡暁生さん、川鍋 豪さん、小板信二さん、櫻井 勲さん、

佐藤康生さん、田中憲之さん、田中弘一さん、波形克彦さん、眞武清志さん、

武藤康信さん、吉田 武さん、睦好正治さん、永井純一さん、小田明彦さん、

砂村栄三郎さん、森 隆裕さん、吉村充弘さん、安藤一彦  
 
 
内 容  

 

１．「総会」  
   ・会員数：36 名、出席数：14 名、委任状：11 名→総会は成立した。 

   ・20 年度活動報告および 21 年度活動予定は全員の承認を得た。 

 

２．「中小企業の組織活性化を促進する管理会計」 

（講師：形岡暁生会員） 

  １）中規模企業のマネジメント  
  ２）財務管理について  
  ３）中規模企業の管理会計アプローチ  
     講師が実経験した各種管理手法の紹介  
  ４）「アメーバ経営」との出会い  
     ・特徴  
     ・課題  
  ５）Ａ社における導入事例  
     ・付加価値採算表について：フォーマット  
     ・付加価値の考え方  
  ６）管理会計システムの構築要件  

７）多能工化について  
  ８）中規模企業における管理会計を導入する際の留意点  
     京セラ：時間当たり採算、採算表の構成の紹介  
 
３．今後の例会テーマ     
  ・６月１５日（月）：「講師 /テーマを募集中」（～４月２９日まで）  
 
   例えば、「中小企向け新施策およびＩＴ関連施策」「流通業とＩＴ」「無

料で使えるアプリケーションの紹介」「使えるＳａａＳ」など。  
 
４．１８日のスプリングフォーラムの報告  
   当研究会のブースでは、川鍋さんと吉田さんが説明＆勧誘を担当して  

いただき、６名の新入会員の入会がありました。  
 
５．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・「ソフトウエアハウスの成長戦略」 (講師 : 吉田 武会員 )         
・日時：５月１８日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（４／２１）：安藤一彦   



        ５月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年５月１８日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １８名  

足立秀夫さん、吉田 武さん、小谷泰三さん、川鍋 豪さん、窪田靖彦さん、

小板信二さん、櫻井 勲さん、清水英明さん、高橋邦雄さん、田中弘一さん、

武藤康信さん、沼田邦男さん、角 利明さん、小田明彦さん、吉村充弘さん、

酒井義臣さん、遠近浩二さん、安藤一彦  
 
 
内 容  

 

１．「ソフトウエアハウスの成長戦略」 

（講師：吉田 武会員） 

  １）業界概要  
  ２）ソフトウエアハウスの戦略  
     ・４Ｐからの検討  
     ・ソフトウエア企業の戦略ポジション  
     ・ソフトウエア企業のモデル類型  
     ・開発ツールの選択  
     ・パッケージ化とＳａａＳ化  
     ・業務･業種市場  
     ・業種システムとしての特徴化  
  ３）ＳａａＳ化でのビジネス  
     ・特化業種システム  
     ・プラットフォームの選択  
     ・複数ユーザー対応での選択  
  ４）利用者側の基幹業務へのＳａａＳ選択の長短  
  ５）利用者側からのＳａａＳ /ＡＳＰ選択･利用の仕方  
  ６）販促･顧客獲得  
  ７）プロバイダ側での留意点  
  ８）ＩＴＣの立場から関与部分  
 
 
２．今後の例会テーマ     
    
  ・７月２１日（火）：「ＩＴ経営力診断ツールの紹介と活用の仕方」  

（講師：武藤 康信会員）  
・８月１７日（月）：「講師 /テーマを募集中」（～６月２９日まで）  

 
    例えば、「中小企向け新施策およびＩＴ関連施策」「流通業とＩＴ」

「無料で使えるアプリケーションの紹介」「使えるＳａａＳ」など。  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・「経営者の足元を見直す研修」 (講師 :窪田 靖彦会員 )          
・日時：６月１５日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（５／２０）：安藤一彦   



        ６月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年６月１５日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １３名  

足立秀夫さん、窪田靖彦さん、川鍋 豪さん、櫻井 勲さん、佐藤康生さん、

田中弘一さん、眞武清志さん、吉田 武さん、角 利明さん、通堂重則さん、

小田明彦さん、酒井義臣さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「経営者の足元を見直す研修」 

（講師：窪田 靖彦会員） 

  １）複数回の研修のすすめ方  
    研修のすすめ方、研修による派生  
  ２）主たる研修内容  
  ３）初回のセミナーで、アンケートを実施  
  ４）事業と転換  
     ・3 社の例  
     ・製品の寿命  
     ・競争要因  
  ５）独自能力  
     他社とは違う見方、考え方、方法によって、お客さまが満足する  
    コト・モノを提供する力  
  ６）税理士さんとの会話  
  ７）独自能力を見つけるには、次のようなことを考えてみましょう  
  ８）経営者研修「ＩＴ経営体験コース」標準カリキュラム  
 
 
２．今後の例会テーマ     
    
  ・８月１７日（月）：「プロジェクトマネジメントの基礎」  

（講師：浅見 淳一氏）  
・９月？？日（）：「講師 /テーマを募集中」（～７月３０日まで）  

 
    例えば、「中小企向け新施策およびＩＴ関連施策」「流通業とＩＴ」

「無料で使えるアプリケーションの紹介」「使えるＳａａＳ」など。  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・「ＩＴ経営力診断ツールの紹介と活用の仕方」 (講師 : 武藤 康信会員 )   

・日時：７月２１日（火）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（６／１６）：安藤一彦   



        ６月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年７月２１日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １４名  

足立秀夫さん、武藤康信さん、川鍋 豪さん、佐藤康生さん、高橋邦雄さん、

波形克彦さん、沼田邦男さん、宮川政義さん、吉田 武さん、角 利明さん、

小田明彦さん、遠近浩二さん、三川武司さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「ＩＴ経営力診断ツールの紹介と活用の仕方」 

（講師：武藤 康信会員） 

   １）ＩＴポータルサイト  
   ２）ＩＴ活用の仕組み  
   ３）７つの機能、２０の行動指針  
   ４）ＩＴ経営力指標（簡易版）  
   ５）ＩＴ経営憲章  
   ６）ＩＴ経営に向けた課題  
   ７）ＩＴ経営ロードマップ  
   ８）ＩＴ経営力の診断：入力、診断結果  
   ９）レポートの見方：バランス型、経営重視型  
 
２． (株 )スカイアーチネットワークスによる「ホスティングサービスの紹介」
                     （高橋専務、松田ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）  
   １）会社概要、サービス概要  
   ２）代理店プログラムの概要  
 
 
３．連絡等  
   １）ＩＴＣカンファレンスの開催：８月２８日、２９日  
   ２）東京支部秋大会：新入会員向けに研究会発表を予定  
   ３）経営診断シンポジューム：11 月 5 日、研究会成果発表の原稿を募集
 
 
４．今後の例会テーマ     
  ・９月１４日（月）：「講師 /テーマを募集中」（～７月３０日まで）  
 
   例えば、「中小企向け新施策およびＩＴ関連施策」「流通業とＩＴ」「無

料で使えるアプリケーションの紹介」「使えるＳａａＳ」など。  
 
 
５．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・「プロジェクトマネジメントの基礎」 (講師 : プラネット (株 ) 浅見淳一氏 ) 
  （「仕事の見える化」、「中小企業や診断士の利用」等を含みます）    

・日時：８月１７日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（７／２２）：安藤一彦   



        ８月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年８月１７日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １３名  

足立秀夫さん、小谷泰三さん、川鍋 豪さん、窪田靖彦さん、小板信二さん、

高橋邦雄さん、沼田邦男さん、眞武清志さん、吉田 武さん、通堂重則さん、

小田明彦さん、三川武司さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「プロジェクトマネジメントの基礎」 

（講師：プラネット (株 ) 浅見淳一氏） 
 

  １）プロジェクトマネジメントとは  
     ・いま、なぜプロジェクトマネジメントが必要  
     ・プロジェクトの３大制約条件  
     ・ＰＭＢＯＫにおけるプロジェクト５つのプロセス  
     ・プロジェクトの標準化  
  ２）ＰＭはなぜうまくいかないか  
     ・良い例  
     ・５つの問題点  
  ３）ＰＭ「標準１０のステップ」  
     ①立上げ  ステップ１：プロジェクト目標を明確にする  
     ②計画   ステップ２：作業を分解し、ＷＰを洗い出す  
           ステップ３：役割を分担し、所要期間を見積もる  
           ステップ４：ネットワーク図を作り、ＣＰを見つける

           ステップ５：スケジュールを作る  
           ステップ６：負荷をならす  
           ステップ７：予算を作る  
           ステップ８：リスクに備える  
     ③実行   ステップ９：進捗をコントロールする  
      ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
     ④終結   ステップ 10：事後の繰り返しをする  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  ・１０月１９日（月）：「講師 /テーマを募集中」（～８月３０日まで）  
  ・１１月１６日（月）：「無料 /低料金で使えるソフトウエア /サービスに  
             ついて ー中小企業での活用の仕方ー 」  
                      （講師：山口 享会員）  
 
   例えば、「中小企向け新施策およびＩＴ関連施策」「流通業とＩＴ」「無

料で使えるアプリケーションの紹介」「使えるＳａａＳ」など。  
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

・「Ｊ－ＳａａＳについて」 (講師 :田中 憲之会員 )            

・日時：９月１４日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（８／１８）：安藤一彦   



        ９月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年９月１４日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １３名  

足立秀夫さん、田中憲之さん、川鍋 豪さん、佐藤康生さん、清水英明さん、

高橋邦雄さん、沼田邦男さん、宮川政義さん、吉田 武さん、通堂重則さん、

永井純一さん、遠近浩二さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「Ｊ－ＳａａＳについて」 

（講師：田中 憲之会員） 

 

 １）Ｊ－ＳａａＳのねらい  
 ２）Ｊ－ＳａａＳで経営者の悩みを解決  
    ・ポータル上で様々なサービスを選べる  
    ・Ｊ－ＳａａＳ利用イメージ：会計、販売、給与、スケジュール管理

 
 ３）Ｊ－ＳａａＳはＩＴ活用の不安を解消  
    ・Ｊ－ＳａａＳの導入メリット  
    ・経営者のメリット、ベンダーのメリット  
    ・2009 年 3 月松からサービス開始  
 ４）Ｊ－ＳａａＳ～操作説明編～  
    ・初めに知っておくこと  
    ・準備しましょう  
    ・サービスを使ってみよう  
 ５）Ｊ－ＳａａＳサービス一覧：２６種類  
 
 
２．ミニ情報の提供  
  １）「ＳａａＳ、ＡＳＰの導入実態と利用意向に関する調査」  

（矢野経済研究所）  
  ２）「２１年度：ＩＴ関連の予算」（中小企業白書）  
 
 
３．今後の例会テーマ     
 
  ・１１月１６日（月）：「無料 /低料金で使えるソフトウエア /サービスに  
             ついて ー中小企業での活用の仕方ー 」  
                      （講師：山口 享会員）  
 
   例えば、「中小企向け新施策およびＩＴ関連施策」「流通業とＩＴ」「無

料で使えるアプリケーションの紹介」「使えるＳａａＳ」など。  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

・「各種業務パッケージソフトの紹介と比較」 (講師 :安藤一彦会員 )    

・日時：１０月１９日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（９／１５）：安藤一彦   



        １０月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年１０月１９日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １２名  

足立秀夫さん、川鍋 豪さん、窪田靖彦さん、櫻井 勲さん、清水英明さん、

宮川政義さん、武藤康信さん、吉田 武さん、通堂重則さん、酒井義臣さん、

山口 享さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「各種業務パッケージソフトの紹介・比較」 

（講師：安藤一彦会員） 

 

  １）パッケージソフトの位置付けと種類  
  ２）業務パッケージソフト  
    ①販売管理ソフトの機能構成例  
    ②紹介･比較する開発会社 /パッケージの種類  
 

 
 

販売管理  
 

会計  
 

給与    
 

顧客管理  
 

ソリマチ  ２種類  ２種類  １種類  １種類  

弥生  ２種類  ２種類  １種類  １種類  

ＰＣＡ  ４種類  ２種類  ２種類  １種類  

ｵｰﾋﾞｯｸ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

４種類  ２種類  ２種類  １種類  

 
 
２．ミニ情報の提供  
  １）「2009 年中堅･中小企業の財務管理の利用シェアについて」(吉田さん )
  ２）インドのＩＴコンサル会社から診断士ＩＴＣ研究会との連携について

    の問合せ→参加者に説明し、意見を求めたが、特に積極的な意見が出

なかったため、足立代表を通して、断ることとした。  
 
３．今後の例会テーマ     
 
  ・１２月２１日 (月 )：21 年の反省会と懇親会（足立秀夫会員）  
                   
  ・１月１８日（月）：講師 /テーマを募集中（～１１月２９日まで）  
   
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   
 
次回  

 
・「無料 /低料金で使えるソフトウエア /サービスについて  

ー中小企業での活用の仕方ー  」     (講師 : 山口 享会員 ) 
・日時：１１月１６日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（１０／２０）：安藤一彦   



        １１月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年１１月１６日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １７名  

足立秀夫さん、石川秀朝さん、川鍋 豪さん、窪田靖彦さん、櫻井 勲さん、

佐藤康生さん、清水英明さん、高橋邦雄さん、田中弘一さん、吉田 武さん、

角 利明さん、睦好正治さん、砂村栄三郎さん、酒井義臣さん、三谷朝一さん、

大田宏之さん、安藤一彦  
 
 
内 容  

 

１．「無料 /低料金で使えるソフトウエア /サービスについて  
ー中小企業での活用の仕方ー  」 （講師：山口 享会員） 

 

  １）クラウド時代の到来  
     ・クラウドの地殻変動  
     ・買わずに利用するシステム  
  ２）クラウドコンピューティングとは  
     ・コンピュータシステムの変遷  
     ・ＳａａＳ、ＰａａＳ、ＨａａＳ  
  ３）クラウドを支える技術  
     ・信頼性の低いハードで信頼性の高いシステムを構築  
     ・汎用的なプラットフォームで構築  
     ・クラウドのキーとなる技術  
  ４）クラウド時代のコンピュータサービス  
     ・クラウドのリスク、適用範囲  
  ５）無料･低コストで実現できる具体的なサービス  
     ・ドメインはネット上の屋号  
  ６）インフラ環境はクラウドで整えよう  
     ・メール、スケジュール共有  
     ・ＩＭＡＰでいつでも、どこでもメール  
     ・ファイルの保存、共有、バックアップ  
     ・ＯｆｆｉｃｅはＭｉｃｒｏｓｏｆｔとは限らない  
  ７）インターネットに支店を開設しよう  
  ８）マーケティングもインターネット  
 
２．今後の例会テーマ     
 
  ・１月１８日（月）：講師 /テーマを募集中（～１１月２９日まで）  
   
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「２１年の反省と懇親会」     (講師 :足立秀夫会員 )    

・日時：１２月２１日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：うおや一丁、銀座本店、03-3564-2555、中央区銀座 1-2-3 
               （首都高速道路下・中央通り側２Ｆ）  
・会費：６０００円  
 

                          作成（１１／１７）：安藤一彦   



        １月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/   
日時 /場所  Ｈ２２年１月１８日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館 １号室 

参加者  
 
 １４名  

足立秀夫さん、砂村栄三郎さん、石川秀朝さん、川鍋 豪さん、小板信二さん、

櫻井 勲さん、田中弘一さん、沼田邦男さん、武藤康信さん、吉田 武さん、

福島一公さん、酒井義臣さん、三川武司さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「中小企業の経営改善に役立つ内部統制 」  

（講師：砂村 英三郎部員） 

  １）内部統制の必要性と背景  
  ２）会社法における内部統制の規定  
  ３）金融商品取引法における内部統制の規定  
  ４）会社法と金融商品取引法の内部統制規定の関係  
  ５）内部統制に関わる人員の役割と責任  
  ６）内部統制の構築の進め方  

７）中小企業になぜ内部統制が必要なのか  
     ・ルールや仕組みがないとどうなるか  
     ・内部統制整備の概略  
  ８）中小企業診断士の役割  
     ・内部統制構築・評価の担い手  
     ・自社の内部統制構築・評価に取り組む  
     ・子会社の内部統制構築・評価を支援  
  ９）事例  
 
２．今後の例会テーマ     
  ・３月１５日（月）：講師 /テーマを募集中（～１月３０日まで）  
 
３．その他  
  １）定例の例会は「第３･月曜日」となっていますが、４月頃から  
   「第３･火曜日」に変更したい案が出ており、皆様の中で、「特に、ご都

合の悪い方」は安藤まで連絡ください。ご都合の悪い方が少ないよう

な場合等は、変更したいと思います。（～２月１４日まで）  
   （理由 :実務補習の報告会が第３･月曜日になるケースが多い）  
 
  ２）スプリングフォーラム（4 月 17 日）  
    当研究会の「紹介＆勧誘」をしていただける方を２名募集いたします

    ので、ご協力をお願いいたします。  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   
 

 
次回  

 
・テーマ：「ＩＴベンダーの営業を永年にわたって経験して」  

     (講師 :相馬 泰氏 )  
・日時：２月１５日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２－６－７、3561-6340 
・会費：1，000 円  
 

                          作成（１／１９）：安藤一彦   



        ２月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/   
日時 /場所  Ｈ２２年２月１５日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館   

参加者  
 
 １４名  

小谷泰三さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、窪田靖彦さん、小板信二さん、

櫻井 勲さん、佐藤康生さん、高橋邦雄さん、沼田邦男さん、宮川政義さん、

吉田 武さん、三谷朝一さん、藤原尚道さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「ＩＴベンダーの営業を永年にわたって経験して 」  

（講師 :相馬 泰氏） 
１．１ 経験した業務をつうじて 

   １）２１年間提供してきたもの  
   ２）ＳＩｅｒ社内の仕組みと変革  
   ３）顧客ニーズ  
   ４）営業マネージャーとしての経験  
   ５）顧客事例  
      ・年商１００億円、社員２１０人～年商２兆円、社員１．５万人

      ・グループウエア、セキュリティ、通信系ソフト等が多かった  
   ６）これから  
    
 １．２ 創業後のビジネスについて  
    ・ＳａａＳ開発フレームワーク、プロジェクト管理ツール  
    ・リモート管理ツール、シンクライアント  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  ・４月２０日（火）：講師 /テーマを募集中（～２月２７日まで）  
 
３．上期の例会予定日  
  １）例会は従来通り「第３･月曜日」です。都合が悪い時は翌日とします。

  ２）４月２０日（火）、５月１７日（月）、６月２１日（月）  
    ７月２０日（火）、８月１６日（月）、９月２１日（火）  
 
４．スプリングフォーラム（4 月 17 日、13:00 以降）  
  １）当研究会の「紹介＆勧誘」をしていただける方を２名募集いたします。

  ２）１名は沼田さん。もう１名を募集しています。  
 
５．知識ポイント  
   診断士の理論研修を受講すれば、ＩＴＣとして、毎年 6 ポイント申請  

可能です。  
 
６．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   
 

 
次回  

・テーマ：「２２年度の研究会の進め方、その他」  
(全員によるディスカッション ) 

・日時：３月１５日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２－６－７、3561-6340 
・会費：1，000 円  

                          作成（２／１７）：安藤一彦   



        ３月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/   
日時 /場所  Ｈ２２年３月１５日、１８：３０～２０：００    京橋区民館   

参加者  
  ９名  

川鍋 豪さん、形岡暁生さん、高橋邦雄さん、吉田 武さん、睦好正治さん、

城 裕昭さん、三川武司さん、三谷朝一さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

１．「２２年度の研究会の進め方、その他」（全員によるディスカッション） 

 
 １）事務局として、一番困ることは、月末までに「講師 /テーマ」が決らない

ことです。  
    ①インセンティブ (謝金を増やす )をつけたら。  
      ・ＩＴＣ関係の講師料は３万円ほどである。  

・会費と謝金のバランスをとる必要がある。  
      ・例えば、1 万円に増やした場合、積極的に担当する方は？  
        →出席者の中では、手が上がらなかった。  
    ②テーマの範囲（ＩＴ～経営）を拡げたら。  
      ・企業様に着ていただいて、話をしていただく。その後、質問や

アドバイスを行う。  
        →ＯＫです。  
    ③１回１人での対応は準備負荷が重いので、２名で行えば、負荷が  
      軽いのでは。  
       →ＯＫだが、より講師が見つけられなくなるのでは。  
  ２）テーマは各自の支援事例が最適であるが、情報を整理したテーマ等で

もＯＫである。  
３）毎月の月末までに、講師が見つからない場合が続く場合は、「名前を  

指名する」方式で行いたいが。  
 
２．情報提供  
  １）Ｊ－ＳａａＳの最新版のパンフレット  

２）日経ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 2.17「７８の主要ＳａａＳを徹底調査」  
    ３）経済産業省・ﾉｰｸﾘｻｰﾁ「中小企業のＩＴ活用に関する実態調査」  
 
３．今後の例会テーマ     
  ・５月１７日（月）：講師 /テーマを募集中（～３月３０日まで）  
 
４．スプリングフォーラム（4 月 17 日、13:00 以降）  
  「紹介＆勧誘」担当者は沼田さんと吉田さんに決りました。  
 
５．２１年度、参加がゼロの方は、会則により、自動的に退会となる。   
  ６名が該当し、1 ヵ月程前に案内を送ったが、参加はなかった。  
 
６．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   
 

 
次回  

・テーマ：「総会」「リースの仕組と中小企業での活用」 (講師 :三川武司会員 ) 
・日時：４月２０日（火）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２－６－７、3561-6340 
・会費：1，000 円  

                          作成（３／１６）：安藤一彦   




