イベントクリップ(2015/06/14～2015/11/30)

2015/06/10
市⺠ホール名称表記変更について
ネーミングライツ売却に伴い、2015年度より4年間、札幌市民ホールは、「わくわく
ホリデーホール」となります。これに伴い、本誌の表記も新名称に変更します。

『イベントクリップ』は、道内で開催されるイベント
(主にIT系セミナー、勉強会、懇親会など)をご紹
介しているフリーペーパーです。

イベント主催者の方からのタレコミをお待ちしています。
EventClipでは、イベント主催者の方からのイベント開催情報のタレコミをお待ちして
おります。紙面の都合上、提供いただいた情報すべてを掲載するお約束はできか
ねますが、ご了承ください。
なお、開催情報は、「いつごろ、どんな内容のイベントを開催するか」さえ決まって
いれば、「詳細未定」のような形で掲載することも可能ですので、お問い合わせくだ
さい。
タレコむ方法
• 公式サイト( http://cc.mucleus.jp )の「情報登録」フォームを使う
• cc[あっと]mucleus.jp にメールする。
• twitterの@event_clip あてに色々つぶやく。

小4～中学生向けマイコンレーサー
中学生向けマイコンレーサー講習会
けマイコンレーサー講習会

全文検索エンジン
全文検索エンジンGroonga
エンジンGroonga勉強会
Groonga勉強会＠
勉強会＠札幌

～ステップアップ編
ステップアップ編～

「Groongaを
Groongaを知ろう」
ろう」

[1]2015/06/14 10:00～16:00 [2]ちえりあ(札幌市生涯

[1]2015/06/14 10:00～12:00 [2]札幌市産業振興セン

学習センター) 2階 中研修室2 [4] http://hokkaido-

ター セミナールーム 4 [4] https://

robot.com/workshop/ [5]\3,500(学生\26)初回参加者

groonga.doorkeeper.jp/events/26364 [5]無料

でマイコンレーサーが必要な場合は、別途\4,500。講習

[7]Groonga勉強会@札幌 [8]全文検索エンジンGroongaの

料・会場費・運営費・保険料他含。 [7]北海道ロボット教育

開発参加者が、全文検索や自然言語処理について解説す

推進協議会 [8]小学校4年生～中学生向けのマイコンレー

る。@myokoym氏『Groonga族2015 in 札幌』や

サー講座。10月の大会に向けて、スピードアップの方法や

@myokoym氏『全文検索のしくみ(仮題)』ほかを予定。

攻略法を考える。ノートPC(ない場合は、要事前相談)とUSB

[ccid]15061402

メモリ(プログラムを持ち帰る場合)が必要。

06/14(日)

[ccid]15061401

IoT Kit ハンズオン＠
ハンズオン＠札幌
[1]2015/06/14 13:00～17:00 [2]マイクロソフト 北海道

CTF for ビギナーズ 2015 札幌

支店 [3]40名 [4] http://iot-algyan-do.connpass.com/

[1]2015/06/14 13:00～17:30(開場12:30) [2]札幌市

event/15188/ [5]無料 [7]IoTあるじゃん [8]GR-PEACH

産業振興センター セミナールーム 9 [3]30名 [4]

+ センサーボードのキット（PinKit）を使って Microsoft Azure

https://ctf4b.doorkeeper.jp/events/25724 [5]無料

のサービスに繋ぐまでの手順（組み込み CPU ボードで動

[7]SECCON実行委員会 [8]コンピュータセキュリティ技術を

く .NET Micro Framework アプリケーションの作成と、

競う競技であるCTF (Capture The Flag) の初心者向けに、

Microsoft Azure で動く Web アプリケーションの作成、およ

CTFに必要な知識を学ぶとともに、実際に問題に挑戦して

び、両者の連携）を体験するハンズオン。要Microsoft

CTFを体験してもらう演習を行う。年齢は問わない。電源タ

Azureアカウント。当日は.Visual Studio 2013(Express不可)

ップ、無線LANが使えて、HDDの空きが20GB以上、メモリ

とAzure SDKがインストールされたPCの持ち込みが必要。

4GB以上のWindowsが動作するPC(VM上での動作も可)PC

[ccid]15061404

持参のこと。 [ccid]15061403

Ruby札幌
Ruby札幌 Lounge
Polytechnic Hakodate

[1]2015/06/16 18:30～21:00 [2]えにしテック [4]

[1]2015/06/16 18:10～20:50 [2]公立はこだて未来大

06/16(火)

idobata( https://idobata.io/ )で参加表明。 [5]無料

学 (部屋番号は、当日指定) [4] https://

[7]Ruby札幌 [8]なんとなく集まった人たちで、コード書いた

hakodatech.doorkeeper.jp/events/25537

り雑談したりするラウンジ形式のイベント。 [ccid]15061602

[7]HakodaTech [8]「Web Components」を使いやすくするフ
レームワークのひとつ"Polymer"を、デモサイトを作りながら

第3回Rust by Exampleもくもく
Exampleもくもく勉強会
もくもく勉強会

理解する。対象は、Polymerやマテリアルデザインに興味が

[1]2015/06/17 18:00～19:00 [2]公立はこだて未来大

あるWebデザイナー・エンジニア。Google Chromeが動作す

学 [4] https://

るPCを持ち込みのこと。 [ccid]15061601

85255c19cede25699636fde399.doorkeeper.jp/

OffTopic
スター・ウォーズ展
スター・ウォーズ展 未来へつづく
未来へつづく、
へつづく、創造のビジョン
創造のビジョン。
のビジョン。
[1]2015/07/11～2015/08/30 [2]札幌芸術の森美術
館(札幌市南区芸術の森2丁目75) [4] http://

06/17(水)

events/26796 [5]無料 [7]Rust by Exampleもくもく勉強
会 [8]Mozillaによって開発されている、並列・マルチパラダ
イム プログラミング言語Rustを、"Rust by Example"(
http://rustbyexample.com/ )にあるサンプルを動かし体験
する。3回目は、6.Expressionsから。 [ccid]15061701

event.hokkaido-np.co.jp/starwars [5] 前売一般\1,200
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第24期経営者
24期経営者・
期経営者・企業家のための
企業家のためのWeb
のためのWeb活用塾
Web活用塾 [3日目]
日目]

WWDC 2015 速報レポート
速報レポート

[1]2015/06/18 18:30～21:00 [2]正文舎 ミーティング
ルーム [3]6名 [4] http://www.websuccess.jp/web-

06/18(木)

katsuyou [5]4回分\25,000 [7]WEBサクセス [8]06/04

Developers.
Developers.IO Meetup 11
[1]2015/06/19 19:00～21:00 [2]かでる2・7 10階
1070会議室 [3]30名 [4] http://

から始まる開催の同名イベントの3回目。SEOのみならず、ソ

classmethod.connpass.com/event/15836/ [5]無料 [7]

ーシャルメディアやスマート端末、さらには紙媒体も利用した

クラスメソッド株式会社 Developers.IO [8]WWDC 2015 の

クロスメディアによるWeb集客と追客戦略セミナー。講師は、

参加報告を中心に、Appleが発表した技術について解説す

白藤 沙織氏と蝦名 未希子氏(ともにWEBサクセス)。

る。iOS Developer programの登録者対象。

[ccid]15060402

[ccid]15061902

SaCSS vol.
vol.66 ～ a-blog cms

スタートアップ ウイークエンド サッポロ vol.
vol.2

[1]2015/06/20 18:00～21:00(開場17:40) [2]札幌市

[1]2015/06/19 19:00～22:00(開場18:30),

民ホール(わくわくホリデーホール) 第2会議室 [3]50名 [4]
http://connpass.com/event/15546/ [5]事前支払
\900、当日支払い\1,000 [7]SaCCS [8]a-blog cms 2.5

2015/06/20 11:00～22:00, 2015/06/21 11:00～

06/19(金)

swsapporo.doorkeeper.jp/events/23914 [5]一般

の紹介やテーマを使ったカスタマイズのポイントについて解

\7,000, 学生先着10名まで半額(いずれも食事5食付。前

説する。森田氏『入社3年目マークアップエンジニアの情報

払い) [7]スタートアップ ウイークエンド サッポロ [8]前回

の集め方』『2015年版a-blog cmsのテーマを使ったカスタ
マイズのポイント』山本氏『mixpanel と CMS で One to One

21:00 [2]ミライスト・カフェ [4] https://

06/20(土)

マーケティング』『初心者のための a-blog cms 2.5 の基本』

(2015/01開催)は、あっという間にチケットが売り切れた起
業体験イベント"Startup Weekend"。世界110か国478都
市で、のべ1000回以上開催されている起業体験イベントの

『a-blog cms 2.5 で変わった新しい機能』を予定。

札幌版。初日夜のピッチ(アイディアプレゼンテーション)を皮

[ccid]15062001

切りに、計54時間で最小限のビジネスモデルを作成する。
ITイベントではないので、技術者やデザイナーのようなスキ

FuraIT #9 - 電子工作の
電子工作の基礎
[1]2015/06/21 13:20～16:40 [2]ふらっと 1階会議室
[4] http://furait.connpass.com/event/14864/

06/21(日)

る。審査員は、伊藤 博之氏(クリプトン・フューチャー・メディ
ア)、入澤 拓也氏(北海道モバイルコンテンツ・ビジネス推進

[5]¥500(学生無料) [7]FuraIT [8]「ArduinoやRaspberry

協議会)、村田 利文氏(ムラタオフィス)。ファシリテーター

Pi，Edisonなどに興味があるが，スイッチの入力やLEDの出

は、Lee Dongyol氏(Startup Weekend)を予定。

力で困っている」人向け。tomio2480氏による『マイコンで

[ccid]15061901

LEDを制御する方法』『マイコンでスイッチの変化を見る方
法』などを予定。参加時、マイコンボード(持ち込みが難しい

第24期経営者
24期経営者・
期経営者・企業家のための
企業家のためのWeb
のためのWeb活用塾
Web活用塾 [4日目]
日目]

場合は、主催者に問い合わせのこと。)、ブレッドボード+ワイ
ヤー、開発環境をインストールしたPCが必要。

ル保持者に限らず、起業に熱意を持つ人全般を対象とす

06/25(木)

[ccid]15062101

[1]2015/06/25 18:30～21:00 [2]正文舎 ミーティング
ルーム [3]6名 [4] http://www.websuccess.jp/webkatsuyou [5]4回分\25,000 [7]WEBサクセス [8]06/04

作りながら学
りながら学ぶHTML/
HTML/CSSデザイン
CSSデザイン講座
デザイン講座[
講座[後期・
後期・1日目]
日目]
[1]2015/06/28 14:00～19:00 [2]まなBiz [3]10名 [4]

06/28(日)

開催の同名イベントの4回目。 [ccid]15060402

http://peatix.com/event/83974 [5]06/28と07/05の両

作りながら学
りながら学ぶHTML/
HTML/CSSデザイン
CSSデザイン講座
デザイン講座[
講座[後期・
後期・2日目]
日目]

日で\10,000 [7]komomoaichi [8]『作りながら学ぶHTML/

[1]2015/07/05 14:00～19:00 [2]まなBiz [3]10名 [4]

CSSデザインの教科書』の著者である高橋 朋代氏と森 智

http://peatix.com/event/83974 [5]06/28と07/05の両

佳子氏による2日間のハンズオンセミナー。後期は、書籍の

07/05(日)

Chapter 5～8を中心に解説する。後期のみを受講希望す
る方は、HTMLとCSSの基礎が理解できていることが条件。

日で\10,000 [7]komomoaichi [8]06/28の同名イベントの
2日目。 [ccid]15062801

わくわくWWW
わくわくWWWさっぽろ
vol.4
WWWさっぽろ vol.

Sublime TextとChromeをインストールしたPCと『作りながら学

[1]2015/07/08 19:00～21:00 [2]札幌市民ホール(わく

ぶHTML/CSSデザインの教科書』が必要。

わくホリデーホール) 第5会議室 [3]15名 [4] http://

[ccid]15062801

dnsapporo.connpass.com/event/16048/ [5]¥500 [7]わ

Just Info
第10回
10回「ｉ喰
「ｉ喰らう道
らう道」ミーティング

07/08(水)

[1]2015/06/27 詳細不明。 http://on.fb.me/12p0p3D
参照のこと

くわくWWWさっぽろ(旧称Director's Night) [8]Web制作全
般について、アンカンファレンス、デモンストレーション、ワー
クショップなど様々な形態で学習する。現役のWeb制作者
から学習中の人まで、さまざまな人たちが集まって、社内勉

凡例 [1]開催日時 [2]開催場所 [3]募集人数/会場収容人数 [4] 募集ページ
URL/主催者ページURL [5]参加費 [6]申込締切 [7]主催者 [8] 備考

強会のような雰囲気の中で意見交換する。
[ccid]15070801

#150610-P01 | 発⾏⽇ : 2015年06月10⽇ | 発⾏者 : イベントクリップ ( http://cc.mucleus.jp ) | 連絡先 : cc[あっと]mucleus.jp

イベントクリップ(2015/06/14～2015/11/30)

2015/06/10

小4～小6向けレゴマインドストーム講習会
けレゴマインドストーム講習会
～WRO2015
WRO2015札幌大会照準編
2015札幌大会照準編～
札幌大会照準編～

iPhone Dev Sapporo勉強会番外編
Sapporo勉強会番外編
「急成長中のメディアスタートアップの
急成長中のメディアスタートアップの中
のメディアスタートアップの中の人が語る、
伸びるメディアの作
びるメディアの作り方」

[1]2015/07/12 10:00～16:30 [2]札幌市立大学COCキ

[1]2015/07/09 19:00～20:00 [2]ミライスト・カフェ
[3]25名 [4] http://www.zusaar.com/event/6147003

07/09(木)

[5]無料要ドリンクオーダー [7]iPhone Dev Sap [8]現在急
成長中の某メディアスタートアップの初期メンバーが、「伸び

07/12(日)

るメディアの作り方」を解説。 [ccid]15070901

workshop/#kougakuprogram [5]\3,500(学生\26)講習
料・会場費・運営費・保険料他含(ロボットキットは、含ま
ず。) [7]北海道ロボット教育推進協議会 [8]小学校4年生
～6年生対象の、Lego MindStorm講座。2人1組、もしくは3
人1組で、WRO札幌大会向けのプログラムを理解し、大会

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#38

の課題をクリアできるロボットを作る。一人で参加の場合は、

[1]2015/07/15 [4] https://github.com/hokkaidopm/

主催者が近隣地域の児童同士でチームを組む予定。使用

hokkaidopm-casual [7]Hokkaido.pm [8]7月は、まさかの
居酒屋開催。開催場所が変っても、いつものLTとビギナー

ャンパス [3]26名 [4] http://hokkaido-robot.com/

07/15(水)

するLego MindStormは、貸出を行う(持ち帰り不可)。
[ccid]15071201

ズセッションを行う予定。開催場所のリクエストを受付中

Just Info

( https://github.com/hokkaidopm/hokkaidopm-casual/

「札幌のアジャイルな
札幌のアジャイルな現場
のアジャイルな現場」
現場」勉強会

issues/24 )。 [ccid]15071501

[1]2015/08/01 詳細不明 [7]アジャイル札幌

Sapporo.
Sapporo.php #1
[1]2015/07/17 19:00～21:00 [2]インフィニットループ

07/17(金)

[3]25名 [4] http://sapporophp.connpass.com/event/

[1]2015/08/08 13:00～2015/08/09 15:00 [2]定山

15686/ [5]無料 [7]Sapporo.php [8]初心者から上級者ま

渓ビューホテル ラグーン [3]9名 [4] http://

で、ゆるふわにPHPについて話が出来る/聞ける勉強会。
@iakio氏『「(多分入門じゃない)Composer入門』、
@koji_magi氏『php.net関数リファレンス読書会』他を予定。

codejp.connpass.com/event/14518/ [5]¥12,000小学生

08/08(土)

[1]2015/08/16 [2]札幌市立大学COCキャンパス [4]

[6]2015/8/1 [7]code.jp [8]一泊二日で温泉とプログラミ
ングを堪能するイベント。互いに教えあい学びあうことを通し

08/09(日)
08/16(日)

のロボットキット(Lego MindStorm)を利用した自立型ロボット

「あのアプリの便利
あのアプリの便利な
便利な機能を
機能を、

[ccid]15081601

新しい FileMaker 14 プラットフォームを使
プラットフォームを使って再現
って再現。」
再現。」
[1]2015/09/13 13:00～17:00(開場12:55) [2]ちえりあ

第15回
15回ロボット・トライアスロン 札幌大会

(札幌市生涯学習センター) 研修室3 [3]25名 [4] http://

[1]2015/09/13 13:00～17:00 [2]北海道大学札幌キャ

filemaker-skill-up-workshop.connpass.com/event/

ンパス フロンティア応用科学研究棟１階 [4] http://

イアスロン運営委員会 [8]北海道内の大学生を対象とし

家族参加特別枠(2名)あり。 [ccid]15080801

FileMaker スキルアップ・ワークショップ札幌
スキルアップ・ワークショップ札幌

による協議会World Robot Olympiadの札幌予選。

www.robot-triathlon.org/2015/index.html [7]ロボット・トラ

て、プログラミングの知識を高め合う「きんぎょばち」や、少な
いコード量で実装できるかを競う「コードゴルフ」などを予定。

http://hokkaido-robot.com/wro-sapporo/ [5]¥2,000コ
ーチは無料。 [7]北海道ロボット教育推進協議会 [8]市販

以下 \6,800。金額は、宿泊・入湯・プール・初日宴会飲み
放題・2日目朝食・昼食(弁当)・会議室代、税を含む

[ccid]15071701

WRO Japan 札幌大会

Code 2015 in 定山渓温泉

16159/ [5]無料 [7]DBPowers [8]「宛名職人」が持つ機

09/13(日)

能を、FileMaker14の機能を使って実装してみるハンズオ
ン。チーム編成して開発作業を行うので、FileMaker未経験

た、「ライントレース」「風船割り」「迷路」の３種競技を連続し

者も可。対象は、FileMaker初心者から中級者。

て行う，オリジナル・ルールのロボット・コンテスト。

[ccid]15091301

[ccid]15091301

10/18(日)

ソフトウェアテストシンポジウム 2015 北海道

小４～中学生向けマイコンレーサー
中学生向けマイコンレーサー講習会
けマイコンレーサー講習会

[1]2015/09/18(開場09:10) [2]札幌市教育文化会館
[4] http://jasst.jp/symposium/jasst15hokkaido.html

～北海道大会競技試走会～
北海道大会競技試走会～

[7]JaSST北海道 実行委員会 [8]ソフトウェアテスト分野の
最新の研究や実践、ツールの適用や活用、ソフトウェア品
質マネジメントなど、ソフトウェアテスト全般にわたるシンポジ

[1]2015/10/18 10:00～16:00 [2]札幌市立大学サテラ

09/18(金)

イトキャンパス [4] http://hokkaido-robot.com/
workshop/#maikonshisou [5]¥3,500(学生¥26) [7]北海

ウム。今年のテーマは、「攻めのテスト」。基調講演は、高橋

道ロボット教育推進協議会 [8]小学校4年生～中学生向け

寿一氏 (『知識ゼロから学ぶソフトウェアテスト』著者)による

のマイコンレーサー講座。10月の大会に向けて、実際の大

「探索的テスト - アジャイル時代の効率的なテストを考え

会コースを走らせながら、プログラムを改良する。

る」を予定。 [ccid]15091801

[ccid]15101801
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イベントクリップ(2015/06/14～2015/11/30)

2015/06/10

11/08(日)
マイコンレーサー北海道大会
マイコンレーサー北海道大会

11/26(木)～11/30(月)

[1]2015/11/08 詳細不明 [4] http://hokkaido-robot.com [7]北海道ロボット教

W3C Technical Plenary / Advisory Committee
Meetings Week

育推進協議会 [ccid]15110801

[1]2015/11/26～2015/11/30 [4] http://
www.w3.org/2015/11/TPAC/ [ccid]15112601

○ 開催場所情報
開催場所

住所/map

インフィニットループ

[map]http://www.infiniteloop.co.jp/map/
札幌市北区北10条⻄1丁目4番2号 フォーレストビル3F

えにしテック

[map]http://www.enishi-tech.com/access.html
札幌市中央区北2条⻄7丁目 道⺠活動センタービル

かでる2・7

[map]http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

札幌市教育文化会館
公⽴はこだて未来⼤学
札幌市⽴⼤学サテライトキャンパス
札幌市⽴⼤学COCキャンパス
札幌コンベンションセンター
札幌市産業振興センター
札幌市⺠ホール(わくわくホリデーホール)
定山渓ビューホテル ラグーン

札幌市中央区北1条⻄13丁目
[map]http://www.kyobun.org/etc/access.html
函館市⻲⽥中野町116番地2
[map]http://www.fun.ac.jp/acces/index.html
札幌市中央区北４条⻄５丁目アスティ45ビル12階
[map]http://www.scu.ac.jp/access/satellite/
札幌市南区真駒内幸町2丁目2の2
[url]http://coc.scu.ac.jp/
札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1
[map]http://www.sora-scc.jp/access/index.html
札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1
[map]http://www.sapporosansin.jp/access/
札幌市中央区北1条⻄1丁目
[map]http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html
札幌市南区定山渓温泉東２丁目
[map]http://www.jozankeiview.com/access/
札幌市白石区菊水2条1丁目4-27

正文舎

[map]http://www.websuccess.jp/company/info.html

ちえりあ(札幌市生涯学習センター)

札幌市⻄区宮の沢1条1丁目1-10
[map]http://chieria.slp.or.jp/center_info/access.htm
富良野市朝⽇町2の1

ふらっと

[url]http://www.furano.ne.jp/furatto/

北海道⼤学札幌キャンパス
マイクロソフト 北海道支店

札幌市北区北8条⻄5丁目6
[map]http://www.hokudai.ac.jp/introduction/campus/campusmap/
札幌市中央区北5条⻄2丁目5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 20F
[map]http://www.microsoft.com/ja-jp/events/branchoffice.aspx#sapporo
札幌市中央区南⼀条⻄8丁目6-2 SITYビル4F

まなBiz

[url]http://mana-biz.jp/

ミライスト・カフェ



イベントクリップ
webサイト

札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館 3階







札幌市中央区南3条⻄5丁目1-1 ノルベサ 1F
[url]http://miraist.com/

ccidは、イベント情報のショートURLです。イベントクリップの検索⽤URL(http://cc.mucleus.jp/srch.rb)にccidをパラメータとして与える
と、申込、会場、アクセス地図などのページにリダイレクトされます。詳細は、webページをご覧ください。
勉強会、セミナーなどイベント情報をお持ちの方からの情報提供をお待ちしております。また、紙媒体を置いていただける場所をご提供いただ
ける方からのご連絡もお待ちしております。http://cc.mucleus.jp のフォームでお知らせください。
内容や誌面についてのご意⾒、ご要望は、cc [ あっと ] mucleus.jp、もしくはtwitter @event_clipまでお願いいたします。
この『イベント・クリップ』は、情報の改変を⾏わないという条件下で、自由に転載・コピー・共有していただけます。
印刷された『イベントクリップ』は、以下の場所で配布しています。(順不同・敬称略)
ジュンク堂札幌店3階ITコーナーコミュニティ棚/札幌エルプラザ/札幌駅前通地下歩⾏空間コミュニティパンフレットコーナー/(株)パソナテッ
ク札幌支店/札幌ものづくりカフェShare(シェア)/ジェイ・ジェイ・エス北海道
書店の棚の空きスペースや会社の受付テーブルなどを使って、無理のない範囲で『イベント・クリップ』を配布してくださる場所を探していま
す。詳細はお問い合わせください。
イベント・フライヤーやコミュニティ紹介フライヤーの折込実験(印刷版に折込を⾏います。)を⾏っています。「⽤紙サイズはA4」「1号あた
り1団体1まいまで」など、いくつか条件がありますので、お問い合わせください。なお、時間的理由や体⼒的理由で中止する場合もございます
が、ご了承ください。
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