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4月後半以降のカレンダーは、次ページ以降をご覧ください。

紙媒体紙媒体紙媒体紙媒体

  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。

『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。

凡例凡例凡例凡例 ※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

WEBWEBWEBWEB----DSM VolDSM VolDSM VolDSM Vol....16161616「「「「色々色々色々色々なアイコンのなアイコンのなアイコンのなアイコンの作作作作りりりり方方方方」」」」

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

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

[6]WEB-DSM [7]Webで多く使われているアイコンについ

て、考え方と作り方を解説

ゲンロンスクールゲンロンスクールゲンロンスクールゲンロンスクール第第第第3333回回回回    パブリックビューイングパブリックビューイングパブリックビューイングパブリックビューイング

[1]2013/04/05 19:00～20:30 [2]Coworking space 

36 [4] https://www.facebook.com/events/

158604430967967/ [5]\1000+1オーダー [6]ゲンロ

ンカフェ [7]東京のゲンロンカフェで開催される津田大介

氏による『ウェブで政治を動かす!』を中継で視聴。会場か

らの質問も可。

日本日本日本日本のアジャイルのアジャイルのアジャイルのアジャイル開発開発開発開発とスクラムをとスクラムをとスクラムをとスクラムを考考考考えようえようえようえよう

[1]2013/04/06 17:00 [2]MARUZEN&ジュンク堂書店　

札幌店 2階「カフェ・ド・ジュンク」 [3]25名 [4] 011-223-

1911, http://www.junkudo.co.jp/tenpo/shop-

sapporo.html#20130406_talk [5]\400 [6]MARUZEN&

ジュンク堂書店 [7]『アジャイル開発とスクラム -顧客・技

術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント-』(翔

泳社)の著者の一人であり、日本におけるアジャイル開発

の第一人者、平鍋健児氏による「どのような思いでこの本

が書かれたのか」「この本を読んでどう行動してほしいか」

「アジャイル開発に関するQ&A」「今明かす執筆の舞台

裏」など。

ぬぬぬぬRuby Ruby Ruby Ruby ----20130406201304062013040620130406----

[1]2013/04/06 09:00～16:00(開場09:00) [2]札幌市

北区民センター 2F 和室 [3]10名 [4] http://atnd.org/

events/38273 [5]\200 [6]ぬRuby [7]9時ころから集

合。10時ころに自己紹介タイム。16時ころまでに撤収。

アジャイルアジャイルアジャイルアジャイル札幌札幌札幌札幌　　　　勉強会勉強会勉強会勉強会「「「「平鍋平鍋平鍋平鍋さんをさんをさんをさんを囲囲囲囲んでんでんでんで」」」」

[1]2013/04/07 13:30～15:30 [2]札幌市東区区民セ

ンター 3階集会室ヤング [3]30名 [4] http://

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/3263 [5]\200 [6]

アジャイル札幌 [7]日本におけるアジャイル開発の第一人

者、平鍋健児さん( http://blogs.itmedia.co.jp/hiranabe/ 

)をお迎えしての勉強会。

第第第第3333回回回回FABFABFABFAB48 48 48 48 ものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップ

[1]2013/04/05 19:00～20:30 [2]SHARE [4] http://

www.sharedesign.biz/cn32/pg189.html [5]無料 

[6]SHARE [7]ペンダントライトの作成を通して、加工マシン

(レーザーカッターなど)の使い方から商品の販売までを学

ぶシリーズの3回目。今回のテーマは、「レーザーカッター

の使い方」。講師は齊藤隆氏(シェアデザイン代表)。要

FAB48メンバー登録。

ワークショップワークショップワークショップワークショップ教育論教育論教育論教育論((((第第第第2222回目回目回目回目))))

[1]2013/04/12 19:00～20:30 [2]SHARE [4] 

https://www.facebook.com/events/

471699799551529/ [5]\600要1オーダー。SHARE会

員は、\300 [6]A Education Project [7]全5回シリーズの

2回目。『能正流ホスピタリティ論①～満足感を生み出す

理論を学ぶ～』。講師は、能正 章寛氏。

第第第第9999回回回回IPAIPAIPAIPA情報情報情報情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ標語標語標語標語・ポスター・・ポスター・・ポスター・・ポスター・4444コマコマコマコマ漫画漫画漫画漫画コンクールコンクールコンクールコンクール

[1]2013/09/09締切 [2]作品募集 [4] http://www.ipa.go.jp/

security/event/hyogo/2013/ [6]IPA(情報処理通信機構) [7]小

学生、中学生、高校生、高専生を対象とした、情報モラル標語、ポス

ター、および4コマ漫画の作品募集。対象領域は、「携帯電話(スマー

トフォン)」「パスワード」「個人情報」「ルール」「マナー」「パソコン」「ウイ

ルス」「ネットトラブル」「チェーンメール」「著作権」。締切当日必着。

INFO

SHARE SHARE SHARE SHARE プレオープンプレオープンプレオープンプレオープン中中中中

Maker's Place「札幌ものづくりオフィス & カフェ SHARE」が、札幌市中央区北

2条東1丁目3マウンテンビル3階にオープンします。現在、プレオープン中(営

業時間10:00～19:00)。レーザーカッターなどの工作機器も利用可能。詳細

は、http://www.sharedesign.biz 。

INFO

04/05(金)

04/06(土)

04/07(日)

04/12(金)
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4月21⽇以降のカレンダーは、右ページをご覧ください。

えにしテックカフェえにしテックカフェえにしテックカフェえにしテックカフェ

[1]2013/04/17 19:00～21:00 [2]えにしテック 

[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

う」など/現在、キャンセル待ち

dbSheetClientdbSheetClientdbSheetClientdbSheetClientプレゼンセミナープレゼンセミナープレゼンセミナープレゼンセミナー

[1]2013/04/16 13:30～17:00(開場13:15) [2]北農健

保会館 会議室エルム [3]20名 [4] http://

www.newcom07.jp/dbsheetclient/seminarinfo/

sapporo_pre1.html [6]ニューコム [7]要事前申し込み。

Excel・Access使って短期間/低コストで本格的な業務シ

ステムを構築できるdbSheetClientの事例、開発手法な

ど。

せきゅぽろナイトセミナーせきゅぽろナイトセミナーせきゅぽろナイトセミナーせきゅぽろナイトセミナー####7777

[1]2013/04/16 18:30～21:00(開場18:00) [2]札幌市

民ホール 第一会議室 [4] http://atnd.org/events/

37753 , https://sites.google.com/site/infosecpolo/

Home/news/sekyuporonaitosemina7 [5]\500 [6]せき

ゅぽろ(北海道情報セキュリティ勉強会) [7]テーマは、「ス

マートフォンのセキュリティ」「情報システムの今後」。講師

は、LAC西本逸郎氏

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####12121212

[1]2013/04/17 19:00～21:00 [4] http://

hokkaido.pm.org [6]Hokkaido Perl Mongers

実践実践実践実践ソリューションフェアソリューションフェアソリューションフェアソリューションフェア    2013201320132013

[1]2013/04/17 [2]ロイトン札幌 3階 [4] http://

event.otsuka-shokai.co.jp/jsf/sapporo/ [5]無料 [6]大

塚商会 [7]前北海道日本ハムファイターズ監督 梨田 昌

孝氏の特別セミナーや展示など。要事前予約。

【【【【第第第第2222回回回回    HOKKAIDO iPhoneographersHOKKAIDO iPhoneographersHOKKAIDO iPhoneographersHOKKAIDO iPhoneographers!!!!】】】】

フォトウォークフォトウォークフォトウォークフォトウォーク    in in in in 札幌札幌札幌札幌

[1]2013/04/20 13:00～16:00 [2]集合場所は札幌駅

西口南側オブジェ。 [3]10名 [4] http://atnd.org/

events/37929 [5]無料 [6]HOKKAIDO iPhoneographers 

[7]参加者が3人になった時点で開催決定(募集は当日ま

で)。撮影後、カフェで写真についてのtalkなども予定。

第第第第4444回回回回FABFABFABFAB48 48 48 48 ものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップ

[1]2013/04/19 19:00～20:30 [2]SHARE [4] http://

www.sharedesign.biz/cn32/pg189.html [5]無料 

[6]SHARE [7]ペンダントライトの作成を通して、加工マシン

(レーザーカッターなど)の使い方から商品の販売までを学

ぶシリーズの4回目。今回のテーマは「デザイン」。講師は

齊藤隆氏(シェアデザイン代表)。要FAB48メンバー登録。

テクノテクノテクノテクノ手芸手芸手芸手芸

[1]2013/04/20 14:00～15:30 [2]SHARE [6]SHARE 

[7]講師は、安ヶ平さつき氏。

凡例凡例凡例凡例 ※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

スーパープレゼンテーションレクチャースーパープレゼンテーションレクチャースーパープレゼンテーションレクチャースーパープレゼンテーションレクチャー

～～～～あなたもプレゼンのあなたもプレゼンのあなたもプレゼンのあなたもプレゼンの達人達人達人達人になれるになれるになれるになれる！！！！

[1]2013/04/18 19:00～20:30 [2]札幌市民ホール 第

2会議室 [4] http://peatix.com/event/11181/ [5]\

2,000 [6]エー・アンド・ケー [7]要事前登録+支払。TED

のビデオを見ながら、プレゼンの基本的な考え方、準備段

階から本番後にすべきことなどを解説。英語+日本語通

訳。

第第第第2222回回回回    業開中心会議業開中心会議業開中心会議業開中心会議    Visual BasicVisual BasicVisual BasicVisual Basic祭祭祭祭りりりり

～～～～帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたVBVBVBVB研公開研公開研公開研公開ゼミゼミゼミゼミ～～～～

[1]2013/04/13 13:00～17:10 [2]Ustream 業開中心

会議 チャンネル( http://www.ustream.tv/channel/it-

net%E4%B8%AD%E5%BF%83%E4%BC%9A%E8%AD%B0 ) 

[4] https://itmedia.smartseminar.jp/public/seminar/

view/480?sslp=10_18 [6]アイティメディアイベント運営

事務局 [7]VB（Visual Basic）に未来はあるのか？ 今から

C#に乗り換えた方がよいのか？ Visual Basic開発者が集

まり、VB開発とVB開発者の未来を考える。講師、パネラー

は、初音 玲氏、原 敬一氏（アントシステム、八巻 雄哉氏

(グレープシティ)、樋口 忠洋氏、ジニアス平井氏(日本マ

イクロソフト株式会社)

OSCOSCOSCOSC2013 2013 2013 2013 Hokkaido Hokkaido Hokkaido Hokkaido キックオフキックオフキックオフキックオフ

[1]2013/04/13 14:00～17:00 [2]インフィニットループ 

会議室 [6]一般社団法人LOCAL [7]9月に開催される

Open Source Conference北海道の企画、運営を担当す

るスタッフの顔合わせミーティング。希望者は、直接会場

へ。なお、当日スタッフの募集、参加コミュニティの募集は

後日別途行われる。

CLRCLRCLRCLR////H H H H 第第第第    81 81 81 81 回勉強会回勉強会回勉強会回勉強会

[1]2013/04/13 13:00～17:45(開場12:30) [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] 

500 , http://clr-h.jp [6]CLR/H [7]Japan Windows 

Azure User Group襲撃デイ。JAZUGメンバーによる 

Windows Azureや昨今のクラウド事情。

04/16(火)

04/17(水)

04/19(金)

04/20(土)

04/18(木)

04/13(土)

イベントイベントイベントイベント主催者主催者主催者主催者のののの方方方方へへへへ

EventClipでは、開催予定のイベント情報をお待ちしておりま

す。http://cc.mucleus.jpの情報登録フォームに開催情報

を入力してください。掲載可能な情報は、上記凡例をご参

考ください。なお、「日時のみ決定」「開催することのみ決

定」の場合も、「詳細未定」という形でけいさいかのうなばあ

いがありますので、登録フォームでお問い合わせください。
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第第第第5555回回回回FABFABFABFAB48 48 48 48 ものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップ

[1]2013/05/03 19:00～20:30 [2]SHARE [4] http://

www.sharedesign.biz/cn32/pg189.html [5]無料要1オ

ーダー。 [6]SHARE [7]ペンダントライトの作成を通して、

加工マシン(レーザーカッターなど)の使い方から商品の販

売までを学ぶシリーズの5回目。今回のテーマは「作ってみ

る」。講師は齊藤隆氏(シェアデザイン代表)。要FAB48メン

バー登録。

テクノテクノテクノテクノ手芸手芸手芸手芸

[1]2013/05/04 14:00～15:30 [2]SHARE [6]SHARE 

[7]講師は、安ヶ平さつき氏。

Discover Discover Discover Discover セミナーセミナーセミナーセミナー    開発開発開発開発ツールツールツールツール編編編編

[1]2013/05/10 13:30～18:00(開場13:00) [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] 

https://msevents.microsoft.com/CUI/

EventDetail.aspx?EventID=1032547988&Culture=ja-

JP [6]日本マイクロソフト [7]VisualStudio2012を使ったwe

アプリケーションやWindows8クライアンアプリケーションの

開発、品質向上の手法など。

第第第第6666回回回回FABFABFABFAB48 48 48 48 ものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップ

[1]2013/05/17 19:00～20:30 [2]SHARE [4] http://

www.sharedesign.biz/cn32/pg189.html [5]無料要1オ

ーダー。 [6]SHARE [7]ペンダントライトの作成を通して、

加工マシン(レーザーカッターなど)の使い方から商品の販

売までを学ぶシリーズの6回目は完成品発表会。講師は

齊藤隆氏(シェアデザイン代表)。要FAB48メンバー登録。

第第第第15151515回北海道情報回北海道情報回北海道情報回北海道情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ勉強会勉強会勉強会勉強会

[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)

RubyRubyRubyRuby勉強会勉強会勉強会勉強会@@@@札幌札幌札幌札幌----25252525

[1]2013/04/27 13:30～16:30 [2]札幌市産業振興セ

ンター セミナールームB [3]30名 [4] http://

rubysapporo.doorkeeper.jp/events/3401 [5]無料 

[6]Ruby勉強会@札幌 [7]『初めてのRuby』の読み合わせ

と @iakio さんによる発表。

SaCSS SaCSS SaCSS SaCSS volvolvolvol....44443333

[1]2013/04/27 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/38071 [5]\1,000事前1,000円(学生・基金訓練

生・LT発表者：500円) [6]SaCCS [7]LT発表会。発表希

望者は @h2ham さんまでメール、DMなどで連絡のこと。

ワークショップワークショップワークショップワークショップ教育論教育論教育論教育論((((第第第第5555回目回目回目回目))))

[1]2013/05/24 19:00～20:30 [2]SHARE 

[4] https://www.facebook.com/events/

134484730063890/ [5]\600要1オーダー。SHARE会

員は、\300 [6]A Education Project [7]全5回シリーズの

5回目。『ワークショップを企画しよう！～理想を具現化す

る時間～』。講師は、能正 章寛氏。

Community Open Day Community Open Day Community Open Day Community Open Day 2013201320132013

[1]2013/05/11 [6]CLR/H他 [7]全国9か所で同時開

催されるコミュニティイベント。午前中は村上久仁朗氏

(NHN Japan)の基調講演(中継)、午後は各地でセミナー。

ワークショップワークショップワークショップワークショップ教育論教育論教育論教育論((((第第第第4444回目回目回目回目))))

[1]2013/05/10 19:00～20:30 [2]SHARE 

[4] https://www.facebook.com/events/

351437364966480/ [5]\600要1オーダー。SHARE会

員は、\300 [6]A Education Project [7]全5回シリーズの

4回目。『能正流教育論①～『教える』と『育てる』の違いを

考える～』。講師は、能正 章寛氏。

ワークショップワークショップワークショップワークショップ教育論教育論教育論教育論((((第第第第3333回目回目回目回目))))

[1]2013/04/26 19:00～20:30 [2]SHARE 

[4] https://www.facebook.com/events/

548494168506733/ [5]\600要1オーダー。SHARE会

員は、\300 [6]A Education Project [7]全5回シリーズの

3回目。『能正流ホスピタリティ論②～実体験から満足感

を生み出す分かれ道を探る～』。講師は、能正 章寛氏。

CSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPORO, , , , VolVolVolVol....9999「「「「いまいまいまいま必要必要必要必要ななななSEOSEOSEOSEO」」」」

[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://

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

\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 

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

益子 貴寛(サイバーガーデン),則田 貴浩(ウェブ解析士事

務所ウィージェント),古荘 貴司(日本情報化農業研究所),

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

中学生中学生中学生中学生・・・・高校生高校生高校生高校生のためののためののためののためのITITITITキャンプキャンプキャンプキャンプLife is TouchLife is TouchLife is TouchLife is Touch!!!!

    1111日体験日体験日体験日体験

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

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

の1日体験コース。iPhoneアプリの開発を体験する。

moreNOTEmoreNOTEmoreNOTEmoreNOTE活用活用活用活用セミナーセミナーセミナーセミナー    札幌札幌札幌札幌

[1]2013/04/23 14:30～17:00(開場14:00) [2]ACU札

幌 [4] http://www.fsi.co.jp/seminar/morenote/

sapporo/index.html [6]富士ソフト [7]ドキュメントや動画、

画像等を一元管理して、タブレットで閲覧できるmoreNOTE

をHP ElitePad 900 + windows 8を使いながら体験する。

PDFPDFPDFPDF版版版版のののの入手入手入手入手

『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。

05/03(金)

05/04(土)

05/10(金)

05/25(土)

05/17(金)

04/27(土)

05/11(土)

05/24(金)

04/26(金)

04/21(日)

04/23(火)
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開催場所 住所/map

ACU札幌 〒060-0004　札幌市中央区北４条西５丁目 アスティ45 - 16F

インフィニットループ 〒060-0031　札幌市中央区北1条東1丁目 6-5 札幌イーストスクエア 6階
[map]https://www.google.co.jp/maps?q=43.0634819,141.3580399

えにしテック 〒001-0011　札幌市北区北11条西2丁目1番5 PARKSIDE-KIB 802号
[map]http://www.enishi-tech.com/access.html

Garage labs 〒060-0003　札幌市中央区北3条西14丁目2-2
[map]http://garage-labs.jp/?page_id=20

公立はこだて未来大学 〒041-8655　函館市亀田中野町116番地2
[map]http://www.fun.ac.jp/acces/index.html

Coworking space 36 〒062-0903　札幌市豊平区豊平3条8丁目1-28
[map]http://coworkingcafe36.com/access.html

札幌コンベンションセンター SORA 〒003-0006　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

札幌市北区民センター 〒001-0025　北海道札幌市北区北25条西6丁目
[map]http://www6.ocn.ne.jp/~kitakuce/access/tizu.html

札幌市教育文化会館 〒060-0001　札幌市中央区北1条西13丁目
[map]http://www.kyobun.org/etc/access.html

札幌市産業振興センター 〒003-0005　札幌市白石区東札幌5-1-1-1
[map]http://www.sapporosansin.jp/access/index.html

札幌市東区区民センター 〒065-8612　札幌市東区北11条東7丁目1-1
[map]http://www.higashi-kumin.jp/pc_web/top_top.html

札幌市民ホール 〒060-0001　札幌市中央区北1条西1丁目
[map]http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html

札幌パークホテル 〒064-8589　札幌市中央区南10条西3丁目
[map]http://www.park1964.com/n_access/

SHARE 〒060-0032　札幌市中央区北2条東1丁目3-3サンマウンテンビル3階
[map]http://www.sharedesign.biz/campaign/map.html

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
〒060-0005　札幌市中央区北5条西 2丁目5 JRタワーオフィスプラザ20F
[map]http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/branch/hokkaido.aspx

北農健保会館 〒060-0004　札幌市中央区北4条西7丁目1-4
[map]http://www.hokunoukenpo.or.jp/kaikan/access.html

MARUZEN&ジュンク堂書店　札幌店 〒060-0061　札幌市中央区南1条西1-8-2 丸井今井南館
[map]http://www.junkudo.co.jp/tenpo/shop-sapporo.html

ロイトン札幌 〒060-0001　札幌市中央区北1条西11-1
[map]http://www.daiwaresort.jp/royton/access/

○ 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。)

第第第第7777回回回回FABFABFABFAB48 48 48 48 ものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップものづくりワークショップ

[1]2013/05/31 19:00～20:30 [2]SHARE [4] http://

www.sharedesign.biz/cn32/pg189.html [5]無料要1オ

ーダー。 [6]SHARE [7]ペンダントライトの作成を通して、

加工マシン(レーザーカッターなど)の使い方から商品の販

売までを学ぶシリーズの7回目。今回のテーマは「商品を

売るためには」。講師は齊藤隆氏(シェアデザイン代表)。

要FAB48メンバー登録。

05/31(金)
第第第第16161616回北海道情報回北海道情報回北海道情報回北海道情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ勉強会勉強会勉強会勉強会

[1]2013/07/20 13:30～17:00(開場13:00) [2]未定 

[4] https://sites.google.com/site/infosecpolo/Home/

16thworkshop [6]せきゅぽろ(北海道情報セキュリティ勉

強会) [7]Yahoo戸田氏「One Time Password」

07/20(土)

オープンソースカンファレンスオープンソースカンファレンスオープンソースカンファレンスオープンソースカンファレンス2013 2013 2013 2013 北海道北海道北海道北海道

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]企画・情宣などを担当する実行委員会キックオフ

は、4/13(土)インフィニットループ会議室で。

9月


