イベントクリップ(2013/02/20～)

2013/02/20

IT勉強会スタンプラリー
左のアイコンがついている勉強会は、「IT勉強会スタン
プラリー」に参加しています。スタンプラリーの詳細は、
http://it-stamp.jp をご参照ください。

紙媒体

『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。

公募:02/28(木)17:00締切
HOKKAIDO学生アプリコン テスト2013
経済産業省北海道経済産業局による、北海道内の高等学校、高等専
門学校、専門学校、大学、大学院に在学している学生を対象とした、ス
マートフォンやタブレット端末上で動作するソフトウェアのコンテスト。優秀
作品は、札幌および東京で展示予定。一次審査(書類)締切は、2月28
日 1 7 時 ( 必 着 ) 。 詳 細 は 、 http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/
20121214/index.htm

凡例

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

 札幌市エレクトロニクスセンター受付カウンター
 ジュンク堂旭川店
 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
 Garage labs
 (株)パソナテック 札幌支店

現在、『イベントクリップ」を置いてくださる場所を探しています。また、イベント
時に配布してくださるコミュニティもお待ちしております。お心当たりの方は、
http://cc.mucleus.jpのフォームかcc[あっと]mucleus.jpまでご連絡ください。

PDF版の入手
『イベントクリップ』の情報や最新版のpdfは、
http://cc.mucleus.jpでご覧いただけます。

最新情報は記載URL先でご確認ください。

[1]開催日時 [2]開催場所(住所は裏面をご覧ください。) [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]主催者 [7] 備考
情報 セキ ュリ ティ セミ ナー 北海 道

Hokkaido.pm Casual#10
[1]2013/02/20 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ OA
研修室（3F） [3]20名 [4] http://atnd.org/events/
36712 , http://hokkaido.pm.org/event/
hokkaidopm_casual10.html [5]\300 [6]Hokkaido Perl
Mongers [7]みんなでLT/ ビギナーズセッション

2 0 1 3

～安心してインターネットを利用するために知っておきたいこと

02/20(水)

[1]2013/02/20 14:00～16:00(開場13:30) [2]札幌第

1合同庁舎 2階 講堂 [3]100名 [4] fax:011-7092481/mail:security-hokkaido [@]soumu.go.jp/tel:011-

709-2311( 内 4 6 8 5 ) , http://www.soumu.go.jp/
soutsu/hokkaido/2013/0124.htm [5]無料 [6]北海道

Ohotech特盛 #2
[1]2013/02/23 14:00～18:00 [2]北見市市民文化ホ
ール 小練習室2 [4] http://atnd.org/events/36359 ,
http://ohotech.info/ja/article/425/ohotech-2
[6]Ohotech [7]アジャイル開発/型付きラムダ計算の話/
環境準備/パケットフィルタリング/LT

総合通信局 [7]高橋 勇吉氏(北海道警察本部)、山下
恭平氏（総務省)

Smart Communication Award 2013説明会

02/23(土)

JavaScript 道場
[1]2013/02/23 10:00～19:00(開場09:30) [2]札幌市
産業振興センター セミナールーム9 [3]30名
[ 4 ] http://connpass.com/ event/1664 [5]\3,000
[6]JavaScript 道場 [7]JavaScript での実践的なコードに
ついて議論をしながらグループでコードを書くイベント。師範
は、@badatmath氏(node.js担当)、 @hokaccha氏(ブラウ
ザサイド担当)。お弁当付き。

第6回 仮称 小樽飲み会
[1]2013/02/23 18:00 [2]未定 串屋二吉 （北海道小
樽市花園1-10-1) [4] http://atnd.org/events/35952
[5]\4,200 [6]小樽飲み会 [7]小樽でITとかWebとかの仕
事をしている、あるいはしたいと思っている、またはとりあえ
ず飲みたいって人が集まる飲み会。小樽以外からの参加
も可。

第7回 北海道の楽しい100人
[1]2013/02/27 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ
[4] https://www.facebook.com/events/
299569913479317 [5]\500 [6]北海道を楽しくする
100人 [7]竹内紀仁氏(長栄交通株式会社)、岩館空氏
（イケメン店員MAP開発者)、湊源道氏(北海道避難者 ア
シスト協議会代表)、ソガイ ハルミツ氏(NPO法人シゼトモ
oikos)

[1]2013/02/23 14:00～16:00 [2]Garage labs
[4] http://jp.startup-dating.com/2013/01/smartcommunication-award-2013-event [5]無料 [6]KDDIウ
ェブコミュニケーションズ [7]クラウド電話API「Twilio」を活
用したハッカソンイベントの説明会

02/27(水)

3月以降のカレンダーは、次ページ以降をご覧ください。

第19回ＮＯＲＴＨインターネットシンポジウム2013
[1]2013/02/27 09:00～17:45 [2]北海道大学学術交
流会館 第一会議室 [4] http://www.north.ad.jp/
sympo/2013/index.html [6]特定非営利活動法人 北海
道地域ネットワーク協議会(NORTH) [7]テーマ： 『新社
会・生活空間創成』 クラウドの利活用を目指して
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メイカームーブメントにみる新しいもの作りとは
[1]2013/03/01 14:00～16:30 [2]ホテルニューオータ
ニイン札幌 [4] mail( t855-nakai@hokuyobank.co.jp ),
fax( 011-261-1356 ) , http://www.hkd.meti.go.jp/
hokid/20130205/index.htm [5]無料 [6]札幌コワーキン
グ・サポーターズ [7]関 美和 氏（クリス・アンダーソン著
『MAKERS-21世紀の産業革命が始まる』の翻訳）、田中
浩也 氏（ファブラボジャパン発起人）
3Dプリンターの展示・実演

SaCSS vol.41

03/01(金)

CLR/H 第80回勉強会

WEB-DSM Vol.15「Webサイトの配色について#2」
[1]2013/03/02 15:00～18:00 [2]Garage labs [3]20
名 [4] http://atnd.org/event/E0013102 [5]\500
[6]WEB-DSM

03/02(土)

第1回 Javaプログラミン グハン ズオン セミナー
～Javaコアテクノロジ入門～
[1]2013/03/06 19:00～21:00(開場18:30) [2]パソナ
テック札幌キャリアサポートセンター札幌
[4] http://www.pasonatech.co.jp/event/
index.jsp?no=3827 [5]無料 [6]パソナテック [7]Javaの
開発を行うときに知っておきたい基礎知識とツールについ
て。講師は、渡辺 修司氏(札幌Javaコミュニティ)

03/06(水)

03/09(土)

第2回 Javaプログラミン グハン ズオン セミナー
～Javaのクラス～

[4] http://www.pasonatech.co.jp/event/

03/13(水)

index.jsp?no=3828 [5]無料 [6]パソナテック [7]クラスや

メソッドJavaプログラムの基本的な書き方と特徴について。
講師は、渡辺 修司氏(札幌Javaコミュニティ)

先進企業の導入事例に学ぶ、最新のセキュリティ対策とは

～OpenStackで始める統合クラウド環境の構築

インターネット安全教室

3月

詳細未定[1]2013/03 [2]札幌市内

[1]2013/03/09 13:30～17:00 [2]札幌市産業振興セ
ンター セミナールーム9 [4] http://atnd.org/events/
36133 , http://hokkaido.pm.org/event/
hokkaidopm9.html [5]社会人1000円以内を予定(学生の
参加費補助と会場代を人数で割り勘) [6]Hokkaido Perl
Mongers [7]講師は、xaicronさん@DeNA 他
標的型攻撃対策、スマートデバイス対策できていますか？

オープンソース・ソフトウエアOSSが支えるクラウド基盤技術
[1]2013/03/15 13:30～16:30 [2]札幌コンベンションセ
ンター SORA 1F 101会議室 [3]40名 [4] mail:「it-pro[あ
っと]sec.or.jp」宛。件名「OSSが支えるクラウド基盤技術の
講演会＠札幌の参加」。本文「ご所属の組織名」、「部署
名」、「氏名」、「ふりがな」、「電話番号」、「メールアドレス」
を記載 [5]無料 [6]財団法人さっぽろ産業振興財団 [7]
クラウド化の技術動向やオープン・クラウドの流れ、仮想化
環境の設計・構築時の注意点、OSSのIaaS基盤の一つで
あるOpenStackについてなど。講師は宮原 徹氏(日本仮
想化技術)

[1]2013/03/09 13:20～17:00(開場
13:00) [2]札幌市産業振興センター 技能
訓練等3F セミナールーム1 [3]60名 [4]
https://docs.google.com/spreadsheet/
viewform?formkey=dGVRNVVidFZxd21r
bmJpdjRFYU85Mnc6MA#gid=2 , http://
secpolo.techtalk.jp/14thworkshop [5]\
1,000,学生無料 [6]せきゅぽろ(北海道情
報セキュリティ勉強会) [7]「シマンテック
サイバーセキュリティチャレンジ体験談」(も
やしーず & 松田和樹氏)、「オンラインゲー
ムにおけるセキュアコーディング」松田和樹
氏(ネットエージェント)

Hokkaido.pm#9

[1]2013/03/13 19:00～21:00(開場18:30) [2]パソナ
テック札幌キャリアサポートセンター札幌

2013/03/02 CLR/H 第80回勉強会
[1]2013/03/02 10:30～18:40 [2]日本マ
イクロソフト株式会社 北海道支店 セミナール
ーム [4] http://clr-h.jp [5]\500 [6]CLR/
H [7]TFSUG(http://tfsug.com/)メンバーな
どによるソフトウェアライフサイクル管理を利用
した品質向上・生産性向上を目的としたALM
について。午前中はハンズオン

第14回北海道情報セキュリティ勉強会

MTCafe Sapporo
[1]2013/03/09 19:00 [4] http://atnd.org/events/
36980 [5]参加費は3,000円〜4,000円程度 [6]MTCafe
Sapporo [7]Movable Typeユーザーのゆるいオフ会

[1]2013/03/02 18:00～21:00(開場17:45) [2]札幌市
民ホール 第3会議室 [3]24名 [4] http://atnd.org/
events/36995 [5]\1,000学生・基金訓練生：500円
/Paypalによる事前決済が必要 [6]SaCCS [7]CSSプリプロ
セッサの一つの"Sass"の導入から使い方までなど

03/15(金)

[1]2013/03/15 14:00～16:55(開場13:30) [2]札幌国
際ビル 8F A会議室 [3]30名 [4] https://
itmedia.smartseminar.jp/public/seminar/view/
473?sslp=5_92 [6]@it [7]辻 伸弘氏(NTTデータ先端技
術)、藤田 平氏(カスペルスキー)、一條 敦氏(デジタルア
ーツ)、大野 慎吾氏(IIJ)

えにしテックカ フェ
[1]2013/03/15 19:00～21:00 [2]えにしテック [4]
http://enishi-tech.doorkeeper.jp/events/2452 [5]無
料 [6]えにしテック [7]「『Running Lean - 実践リーンスタ
ートアップ』を紹介してみる」/「Design Rule Index を読んで
みよう」など/現在、キャンセル待ち
3月16日以降のカレンダーは、
次ページ以降をご覧ください。

[4] http://secpolo.techtalk.jp [5]無料 [6]せきゅぽろ

PDF版の入手

[7]経済産業省とJNSAが主催する、一般向け情報セキュ

『イベントクリップ』の情報や最新版のpdfは、

リティ教室。

http://cc.mucleus.jpでご覧いただけます。
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SaCSS + 13th

第29回北海道開発オフ
[1]2013/03/16 10:00～17:30 [2]インフィニットループ
会議室 [4] http://atnd.org/events/36779 , https://
sites.google.com/site/devdooff/history/devdo_no29
[5]\300 [6]北海道開発オフ [7]途中参加・途中退出
OK/PC(+開発環境)は持ち込みオンリー/無線LANあり/室
内飲食可/ ゴミは各自持ち帰り/ランチミーティング実施
(ランチ時間は会場無人)

03/16(土)

「これからでも遅くない！Sass + Compass 実践」
[1]2013/03/16 11:00～16:30 [2]Garage labs
[3]20名 [4] http://atnd.org/events/36997
[5]\1,000Paypalによる事前決済が必要 [6]SaCCS
[7]Sass + Compassを実際にコードを書きながら使い方を
学ぶ

SaCSS vol.42
[1]2013/03/16 18:00～21:00(開場17:45) [2]札幌市
民ホール 第2会議室 [3]70名 [4] http://atnd.org/
events/36996 [5]\500 [6]SaCCS [7]テーマは「デザイ
ナー・プログラマーの連携のベストプラクティス」

第3回 Javaプログラミン グハン ズオン セミナー

～Javaのオブジェクト指向言語としての機能～
[1]2013/03/19 19:00～21:00(開場18:30) [2]パソナ

テック札幌キャリアサポートセンター札幌

03/19(火)

[4] http://www.pasonatech.co.jp/event/

Developer Camp <Windows 8>
Windows ストアアプリ開発コンプリート

index.jsp?no=3829 [5]無料 [6]パソナテック [7]オブジェ

[1]2013/03/23 13:00～17:00(開場12:40) [2]パソナ

クト指向プログラミングの基礎知識について。講師は、渡辺

03/23(土)

修司氏(札幌Javaコミュニティ)

テック札幌キャリアサポートセンター札幌

[4] http://www.pasonatech.co.jp/event/
index.jsp?no=3799 [5]無料 [6]パソナテック

Ohotech 並盛 #5

[7]Windows ストアアプリの開発概要と開発手法について

[1]2013/03/24 14:00～16:00 [2]北見市市民文化ホ
ール 小練習室1 [4] http://atnd.org/events/36769 ,

03/24(日)

http://ohotech.info/ja/article/435/ohotech-5 [5]無

凡例

最新情報は記載URL先でご確認ください。

[1]開催日時 [2]開催場所(住所は最終面をご覧くださ
い。) [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]主催者 [7] 備考

料 [6]Ohotech [7]Windows向けのテキストエディタ、CSS
など/ノートPC持参推奨(貸出可)

CLR/H 第 81 回勉強会

WEB-DSM Vol.16「透視図法の描き方」

04/06(土)

[1]2013/04/06 15:00～18:00 [2]Garage labs [3]20

04/13(土)

名 [4] http://atnd.org/event/E0013177 [5]\500

[6]WEB-DSM [7]背景を描くときに必要な「透視図法」の
基本的な考え方

[1]2013/04/13 13:00～19:00 [2]未定 [4] http://

clr-h.jp [6]CLR/H [7]Japan Windows Azure User
Group襲撃デイ

えにしテックカ フェ
[1]2013/04/17 19:00～21:00 [2]えにしテック

CSS Nite in SAPPORO, Vol.9「いま必要なSEO」

04/17(水)

[1]2013/04/21 12:50～17:00(開場12:10) [2]札幌パ

ークホテル B2F「パークプラザ」 [3]120名 [4] http://

[4] http://enishi-tech.doorkeeper.jp/events/2770
[5]無料 [6]えにしテック [7]「iPhoneアプリケーションの自

動ビルド環境について」「Design Rule Index を読んでみよ

cssnite-sapporo.jp/ [5]3/31 15:00まで早割価格

う」など/現在、キャンセル待ち

\4,000/4/1～4/20は\5,000/当日\5,500/遠方割り・
学割\1,000キャッシュバック(条件有) [6]CSS Nite in

04/21(日)

SAPPORO実行委員会 [7]伊藤 公助(SEO Imagination!),

中学生・高校生のためのITキャンプLife is Touch!

1日体験

益子 貴寛(サイバーガーデン),則田 貴浩(ウェブ解析士事

[1]2013/04/21 09:00～17:00 [2]公立はこだて未来大

務所ウィージェント),古荘 貴司(日本情報化農業研究所),

5月のカレンダーは、
次ページをご覧ください。

辻 正浩(Search Engine Optimizer),鷹野 雅弘(スイッチ)

学 [4] https://life-is-tech.com/1dayentry , http://
life-is-tech.com/1daycourse [5]無料 [6]ライフイズテッ

ク [7]春夏冬休み中に実施される中高生向けITキャンプ

off-topic
IT系以外の、気になるイベント

世界のCMフェステ ィバル ( http://www.cmfestival.com/)
1999年から続いている、全国21都市で行われる「世界中のCMを楽しむ」イベント。

ガイドは、今年もジャンクリスチャン・ブーヴィエ氏(元九州芸術工科大学教員)。
3/9(土)16:00札幌・札幌プラザ2・5(狸小路5丁目)前売り\2,500/当日\3,000、

3/10(日)14:00旭川・カジノドライブ(買物公園通/７条通７丁目)前売り\2,000+ドリ
ンク\500/当日\2500+ドリンク\500。前売りチケットは、ローソンとピア。

の1日体験コース。iPhoneアプリの開発を体験する。

9月
オープンソース カンファレンス2013 北海道
詳細未定[1]2013/09 [2]札幌コンベンションセンター
SORA [5] [6]オープンソースカンファレンス北海道実行委
員会 [7]3月～4月に企画・情宣などを担当する実行委員
会キックオフを予定。
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紙媒体

Community Open Day 2013
詳細未定[1]2013/05/11 [4] http://cod.ms/Pages/
default.aspx [6]CLR/H

05/11(土)

第15回北海道情報セキュリティ勉強会
詳細未定[1]2013/05/25 [4] http://
secpolo.techtalk.jp [6]せきゅぽろ(北海道情報セキュリテ

ィ勉強会) [7]講師は、平原 伸昭氏(トレンドマイクロ)

PDF版の入手
『イベントクリップ』の情報や、最新版は
http://cc.mucleus.jpでご覧いただけます。

05/25(土)

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

 札幌市エレクトロニクスセンター受付カウンター
 ジュンク堂旭川店
 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
 Garage labs
 (株)パソナテック 札幌支店

現在、『イベントクリップ」を置いてくださる場所を探しています。ま
た、イベント時に配布してくださるコミュニティもお待ちしております。
お心当たりの方は、http://cc.mucleus.jpのフォームかcc[あっ
と]mucleus.jpまでご連絡ください。

開催場所住所

 コミュニティ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。http://cc.mucleus.jp のフォームでご登録くださ




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。(コミュニ
ティイベントなどで30枚部以上必要な方は、印刷したものをお届けしますのでお知らせください。)
スタンプラリーアイコンは、ピアプロ・キャラクター・ライセンスに基づいてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社のキャラクター「初音ミク」を描いたものです。
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