イベントクリップ(2013/09/11～12/14)

2013/09/10
ccidの実験運用をしています。
ccidは、イベントクリップの検索ページにクエリパラメータとして与えて
(http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=[ccid])イベントページにリダイレクトさせ
るために使用する、8桁の数字列です。詳細は5ページ目をご覧ください。
なお、パラメータの指定方法やURLなどは、今後変更される可能性があ
ります。

『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。

凡例

IT新時代
IT新時代のビジネスモデル
新時代のビジネスモデル構築
のビジネスモデル構築セミナー
構築セミナー 2013

北海道の
北海道の営業を
営業を変える！
える！

in 釧路

競合他社に
競合他社に差をつけるルートセールス強化
をつけるルートセールス強化セミナー
強化セミナー

[1]2013/09/11 15:00～17:00 [2]釧路キャッスルホテ
ル3F孔雀の間 [3]30名 [4] mail:kensyu@deos.co.jp/

[1]2013/09/12 14:00～16:30 [2]ACU [3]60名 [4]

09/11(水)

TEL:011-816-9700 / http://www.deos.co.jp/
ossbizmodel_kushiro.html [5]無料 [6]北海道ソフトウェア
技術開発機構 [7]成井弦氏(エルピーアイジャパン)「オー

※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

https://www.skyarc.co.jp/column/seminar/
20130807.html [5]無料 [6]株式会社スカイアーク [7]ク

09/12(木)

ラウド、モバイル、ソーシャル、位置情報、メールを活用し
た新しいビジネススタイルによる営業力アップの方法を具

プンソースムーブメントが創り出す新たなビジネスモデル」。

体的な例を示して解説。今村和広氏(セールスフォース・ド

対象は、OSSに興味がある人。 [ccid]13091101

ットコム)「新しいカタチで顧客とつながる～クラウド活用によ
る『お客様志向のビジネス』の実現例～」/花戸俊介氏(トラ

第15回
15回 CloudStackユーザー
CloudStackユーザー会
ユーザー会 in 札幌

イコーン)「Salesforce＋メール配信を活用した訪問いらず

[1]2013/09/13 18:00～20:00(開場17:45) [2]北海道

の営業効率化」/森亮氏(オークニー)「位置情報を活用す

大学札幌キャンパス学術交流会館第3会議室 [3]40名

ればビジネスは賢く強くなる！」 [ccid]13091201

[4] http://atnd.org/events/42880 [5]無料 [6]一般社
団法人クラウド利用促進機構 [7]IaaS型クラウドを実現す
るソフトウェアであるApache CloudStackの新しいバージョン

09/13(金)

形式手法普及促進セミナー
形式手法普及促進セミナー2013
セミナー2013 in 札幌
[1]2013/09/13 13:30～17:00(開場13:00) [2]札幌グ

(4.1。リリースは13/06)に実装された新しい機能を中心に

ランドホテル東館3階「玉葉」 [3]80名 [4]

1トピック15分程度の発表を7本程度予定。

mail:kensyu@deos.co.jp/TEL:011-816-9700 / http://

[ccid]13091303

www.deos.co.jp/keishikifukyu.html [5]申込締切09/12
[6]北海道ソフトウェア技術開発機構 [7]ソフトウェアの高

第五回札幌MySQL
第五回札幌MySQL勉強会
MySQL勉強会

信頼性を確保し作業効率を高める可能性を秘めた開発

[1]2013/09/13 18:00～19:30 [2]株式会社インフィニ

手法である「形式手法」をセキュリティ確保や利用者視点

ットループ 会議室 [3]40名 [4] http://atnd.org/

から解説。田丸喜一郎氏(ソフトウェア高信頼化センター)

events/41842 [5]無料 [6]札幌MySQL勉強会 [7]坂井

「利用者視点でのソフトウェア高信頼化の取組み」/鈴木

恵氏(@sakaik)による「SQLの奥深さに触れよう—『セルコ プ

恵二氏(北海道大学)、和田学氏(ヴィッツ)、坂本謙治氏

ログラマのためのSQL第4版』 の歩き方」 [ccid]13091305

(アーク・システム・ソリューションズ)、鬼頭正広氏(アイシ
ン・コムクルーズ)、水野 勇介氏(パナソニックアドバンスト

北海道コワーキングパーティ
北海道コワーキングパーティ

テクノロジー)によるパネルディスカッション「根付いてきた形
式手法 ～北海道のチャレンジ～」 [ccid]13091301

[1]2013/09/13 18:00～21:00 [2]内田洋行札幌ユビ
キタス協創広場 U-cala [3]70名 [4] https://

北海道の
北海道の営業を
営業を変える！
える！

www.facebook.com/events/434893179959088/

競合他社に
競合他社に差をつけるルートセールス強化
をつけるルートセールス強化セミナー
強化セミナー

[5]¥1,000 [6]札幌コワーキング・サポーターズ [7]「コワー

[1]2013/09/13 14:00～16:30 [2]北海道ホテル

キングで繋がり、コワーキングを知り、コワーキングを楽し

[3]50名 [4] https://www.skyarc.co.jp/column/

む」を合言葉とした、道内のコワーキングオフィスとコワーカ

seminar/20130808.html [5]無料 [6]株式会社スカイア

ーの交流会。トークセッション、展示などあり。

ーク [7]講師や内容は、9/12札幌開催の同名セミナー参

[ccid]13091304

照。 [ccid]13091302

第8回札幌国際短編映画祭(09/11〜9/16)
詳細は、off topic(p.4)参照

9月14⽇以降のカレンダーは
次ページ以降をご覧ください

札幌オータムフェスト(09/13〜9/29)
詳細は、off topic(p.4)参照
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第8回札幌国際短編映画祭(09/11〜9/16)

EXEX-PO 2013 ソシャゲとイラスト展
ソシャゲとイラスト展
[1]2013/09/14 13:00～18:00, 09/15 11:00～17:00

オープンソースカンファレンス 2013 Hokkaido

[2]ほくせんギャラリー ivory [4] http://

[1]2013/09/14 10:00～18:00 [2]札幌コンベンション
センター [4] https://www.ospn.jp/osc2013-do/
modules/eventrsv/register2.php [5]無料 [6]オープンソ

www.exdesign.info/illustration/index3.html [5]無料

09/14(土)

[6]EX-DESIGN [7]『攻城戦記◆バハムートグリード』『アヴ
ァロンの騎士』で使用されたイラストや原案イラスト、および

ースカンファレンス実行委員会 [7]道内外のコミュニティ、

タントウイラストレータが仕事外で描かれたイラスト計100点

およびOSS関連企業による展示、およびセミナー(並列同

余の展示 [ccid]13091402

時10トラック)。 [ccid]13091401

CTF チャレンジ勉強会
チャレンジ勉強会 in Sapporo

なごや勉強会
なごや勉強会 in 札幌

[1]2013/09/15 13:30～17:15 [2]札幌市産業振興セ

[1]2013/09/14 13:30～17:00 [2]インフィニットループ

ンタールームC [3]38名 [4] http://atnd.org/events/

会議室 [3]20名 [4] http://otrstudy.doorkeeper.jp/

42419 [5]無料 [6]一般社団法人 LOCAL [7]CTF体験

events/5761 [5]無料 [7]F#やテストの話題を中心に、

講座。過去問解説やパケット解析、アセンブラ、サーバ攻

座談会、議論などを予定。 [ccid]13091403

略などの解説。講師は、竹迫良範氏(サイボウズ・ラボ)、

OpenStreetMap 札幌マッピングパーティ
札幌マッピングパーティ

09/15(日)

[1]2013/09/15 11:00～15:00 [2]株式会社インフィニ

園田道夫氏(サイバー大学)、松田和樹氏(ネットエージェ
ント)、坂井弘亮氏(富士通株式会社)。 [ccid]13091502

ットループ 会議室 [4] http://atnd.org/events/42740

mbed祭
mbed祭り in Sapporo

[5]無料 [7]札幌中心部を回ってPOI情報などを集め、自
由な地図を作成するプロジェクト「OpenStreetMap」上にマ

[1]2013/09/16 13:00～17:00 [2]札幌ものづくりオフィ

ッピングしながらユーザ相互の情報交換を行う。

ス&カフェSHARE(シェア) [3]20名 [4] http://atnd.org/

[ccid]13091501

09/16(月・祝)

TechLion Vol.
Vol.14

events/41585 [6]mbed祭り実行委員会 [7]オンライン
コンパイラや豊富なライブラリをもつマイコンモジュール
mbedに関するプレゼンテーション、およびユーザ、ユーザ

[1]2013/09/15 18:00～21:00(開場17:30) [2]HIPPIES

予備軍の交流会。ファーストタッチ体験あり(要Wifi-PC持

SAPPORO [3]36名 [4] http://techlion.jp/vol14

参) [ccid]13091601

[5]¥2,000 [6]USP研究所 [7]ITトークイベント。村田賢太

えにしテックカフェ

氏(クックパッド)、益子貴寛氏(サイバーガーデン)、松井
健太郎氏(インフィニットループ)、三谷 公美氏(LOCAL/
ISOC)。出演は、MCは法林浩之氏(フリーエンジニア/JUS)

09/17(火)

と馮富久氏(技術評論社)。 [ccid]13091503

[4] http://enishi-tech.doorkeeper.jp/events/5743 [5]
無料 [6]えにしテック [ccid]13091701

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#17

FOSS4
FOSS4G勉強会＠
勉強会＠札幌

[1]2013/09/18 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ3F

[1]2013/09/20 18:30～20:30 [2]株式会社インフィニ
ットループ 会議室 [3]20名 [4] http://atnd.org/

[1]2013/09/17 19:00～21:00 [2]えにしテック [3]7名

09/18(水)

OA研修室 [4] http://atnd.org/events/43302

events/43024 [7]7月に行われたFOSS4G 2013

[6]Hokkaido.pm [7]テーマは「はじめてのPerlデバッグ」。

Hokkaidoのハンズオンから、いくつかのトピックをピックアッ

LT、ビギナーズセッション他 [ccid]13091801

プしてデモを行う。「QGISプログラミング入門」「QGIS中・上
級編」「WebGIS初級編 – OpenLayersで簡単作成」

09/20(金)

グループウェアdesknet
グループウェアdesknet'
desknet's NEO無料体験
NEO無料体験セミナー
無料体験セミナー
[1[1]2013/09/20 14:30～17:30(開場14:00) [2]リコ

「FOSS4Gでリモートセンシング」を予定。 [ccid]13092001

ージャパン 北海道営業本部14F 会議室E [3]16名 [4]

Google Apps活用
Apps活用セミナー
活用セミナー

https://ssl.neo.co.jp/desknets/standard/news/

～Google Appsを
Appsを使いたおす!
いたおす!

semi_form3.php?y=2013&m=09&d=20&sbj=+%81y%8

[1][1]2013/09/20 14:00～16:30(開場13:45) [2]TKP

ED%96y%8AJ%8D%C3%81z%83f%83X%83N%83l%83b%

札幌カンファレンスセンター [4] https://sateraito-

83c+%83l%83I+%91%CC%8C%B1%83Z%83%7E%83i%81

apps.appspot.com/enq/entry?mid=seminar01#touroku

%5B+&plc=%96k%8AC%93%B9%8ED%96y%8Es%96k%8

[5]無料 [6]サテライトオフィス [7]既存のグループウェア
ーから、Google Apps に乗り換える場合のポイント、移行ツ

9月21⽇以降のカレンダーは
右ページをご覧ください

B%E6 [5]無料 [6]ネオジャパン [7]スケジュールやメー
ル、ワークフロー、文書管理といった基本機能のほか、ソー

ール、事例なとを紹介。講師は、原口豊氏(サテライトオフ

シャル機能、災害に備えた事業継続ポータルなど25のア

ィス)。 [ccid]13092003

プリケーションを標準で持つHTML5完全対応のグループウ
ェアの紹介セミナー。09/19申込締め切り。

札幌オータムフェスト(09/13〜9/29)

[ccid]13092002
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札幌オータムフェスト(09/13〜9/29)

iPhone Dev Sap勉強会
Sap勉強会 Sep,
Sep, 2013
[1]2013/09/21 13:00～17:00 [2]札幌市北区民セン

第31回北海道開発
31回北海道開発オフ
回北海道開発オフ

ター3階講義室 [3]50名 [4] http://www.zusaar.com/

[1]2013/09/21 09:45～17:00 [2]株式会社インフィニ

event/1017003 [5]会場費頭割り(最大\300)
[6]iPhone Dev Sap [7]iOS実機+Xcodeインストール済

09/21(土)

ットループ 会議室 [3]20名 [4] http://

Mac必須。前半は発表形式/後半はフリートーク&フリー質

devdo.doorkeeper.jp/events/5587 [5]無料 [6]北海道

問&フリー開発。 [ccid]13092102

開発オフ [7]途中参加・途中退出OK/PC(＋開発環境)は
持ち込みのみ/無線LANあり/室内飲食可+うまい棒の無

Webエンジニアを
Webエンジニアを体験
エンジニアを体験しよう
体験しよう！
しよう！ワークショップ

料サービス/ゴミ各自持ち帰り/お昼はみんなでランチ/

[1]2013/09/21 14:00～18:45 [2]Sapporo cafe

「開発オフ文庫」貸出可(読んだ書籍については必ずレビュ

[3]20名 [4] http://atnd.org/events/42629 [5]無料

ーのこと) [ccid]13092101

[6]techGarage [7]未経験者向けHTML5+Javascript講

ものづくりのための伝
ものづくりのための伝える技術
える技術

座。実習あり。講師は、野村亮之氏(インタレストマーケティ
ング)と 渡辺友太氏(日本マイクロソフト)。

[1]2013/09/21 17:00～18:30 [2]札幌ものづくりオフィ

[ccid]13092103

ス&カフェSHARE(シェア) [3]15名 [5]\500+1ドリンクオー
ダー [7]講師は、本宮大輔氏(フューチャー北海道)。

テクノ手芸部
テクノ手芸部

[ccid]13092104

[1]2013/09/24 10:00～11:30 [2]札幌ものづくりオフィ

第2回札幌IT
回札幌ITビジネスセミナー
ITビジネスセミナー

ス&カフェSHARE(シェア) [4] http://
www.sharedesign.biz/cn10/pg175.html [5]要1ドリンク
オーダー [6]テクノ手芸部 [7]対象は、手芸や電子回路

09/24(火)

「ビッグデータとビジネスアナリティクス
「ビッグデータとビジネスアナリティクス」
ビッグデータとビジネスアナリティクス」
[1]2013/09/24 13:15～16:00(開場13:00) [2]かでる
2・7 730研修室 [3]30名 [4] メール申込み(宛先 :

を触るのが好きな18歳以上の人。 [ccid]13092401

seminar@ednor.org 件名 : 札幌ITビジネスセミナー申込

短期間で
短期間で実現する
実現する Windows XP 移行セミナー
移行セミナー

み 本文 :氏名/会社名/メールアドレス/連絡先電話番号

[1]2013/09/24 13:45～16:30(開場13:30) [2]釧路ロ

/領収証の宛先名) / http://justskill.com/brochures/

イヤルイン会議室B(11F) [3]40名 [4] https://

2013-09_SIT-Biz2.pdf [5]¥2,000申し込み締め切り

form.njc.co.jp/webapp/form/14798_exv_433/index.do

9/14 [6]JustSkill [7]山谷正己氏(米Just Skill, Inc.)によ

[5]無料 [6]日本事務器 [7]2014/04/09にサポートが終

る「シリコンバレーの最新動向」「ビッグデータとNoSQLデー

了するWindows XP, Office 2003, InternetExplore 6を、

タベース」「データサイエンスとビジネスアナリティクス」

短期間で手間を掛けずに移行する方法、および、XPを使

"Internet of Things(IoT)"など。 [ccid]13092402

い続けることのリスクを解説。講師は、トレンドマイクロ、エム

Ruby勉強会
Ruby勉強会@
勉強会@札幌札幌-27

オーテックス、日本事務器所属。 [ccid]13092403

U-16釧路
16釧路プログラミングコンテスト
釧路プログラミングコンテスト

09/28(土)

[1]2013/09/28 13:00～(開場12:30) [2]釧路市生涯
学習センターまなぼっと幣舞 [4] http://procon.kushi.ro
[5]無料 [6]U-16釧路プログラミングコンテスト実行委員

SaCSS vol.
vol.48

会 [7]釧路または釧路近郊に居住する1997年4月1日以

[1]2013/09/28 18:00～21:00 [2]札幌市民ホール第2

降に生まれた16歳以下の中高生を対象としたプログラミン

会議室 [3]40名 [4] http://atnd.org/events/42772

グ、およびディジタルコンテンツ作成のコンテスト。競技部

[5]¥1,000(学生¥500)要事前決裁。 [6]SaCCS [7]テー

門は、Rubyを使ったCHaserの対戦ロジックの作成。作品
部門は、CG、ウェブコンテンツ、音楽など。作品部門の締
め切りは9/15。競技部門については、実行委員会に問合

[1]2013/09/28 13:30～16:30 [2]札幌市産業振興セ
ンターセミナールーム2 [3]30名 [4] http://
rubysapporo.doorkeeper.jp/events/5190 [5]無料
[6]Ruby札幌 [7]『初めてのRuby』の読み合わせ
/@tricknotes氏"Ember.js" [ccid]13092802

10月以降のカレンダーは
次ページ以降をご覧ください

マはjQueryの基礎(初心者向け)と最新機能解説(現ユー
ザー向け)。 [ccid]13092804

せ。 [ccid]13092801

DTP S★
S★PPORO
[1]2013/09/28 14:30～17:00 [2]Garage labs [3]8名
[4] http://atnd.org/events/43051 [5]¥500 [6]DTP
S★PPORO [7]DTPの勉強会。使用想定ソフトウェアは
InDesign。ただし、イラストレータ、フォトショップ、および
HTMLでも可。講師は、@ihana氏(http://
ihana.wkeya.com/)。 [ccid]13092803

U-16プログラミングコンテスト
16プログラミングコンテスト(
プログラミングコンテスト(釧路・
釧路・旭川)
旭川)

INFO

U-16釧路プログラミングコンテスト実行委員会とU-16旭川プログラミングコンテスト実行委員会
では、それぞれの地域(含む近郊地域)に在住、もしくは通学している16歳以下の中高生を対
象に、プログラムおよびディジタルコンテンツ作品を募集しています。募集部門は、競技部門(釧
路はRubyを使った対戦ロジック、旭川はJavaを使った対戦ロジック)、ディジタルコンテンツ(両
地域)、ロボットカーレース(旭川のみ)の各部門。締め切りは、釧路が9月15日、旭川が10月4
日。詳細は、以下のページ。
釧路 : http://procon.kushi.ro/
旭川 : http://procon-asahikawa.org/
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MTDDC Meetup HOKKAIDO 2013

第17回北海道情報
17回北海道情報セキュリティ
回北海道情報セキュリティ勉強会
セキュリティ勉強会

[1]2013/10/05 12:30～18:30(開場11:30) [2]北農健

＆ セキュリティ・キャンプ・キャラバン in 北海道

保会館 [3]100名 [4] http://mtddc-meetup-hokkaido-

[1]2013/10/05 10:00～17:00(開場09:45) [2]北海道

2013.peatix.com/ [5]¥1,000(学生¥500)申込締切

大学札幌キャンパス人文・社会科学総合教育研究棟（W

09/30 12:30。 [6]MTDDC Meetup 北海道実行委員会

10/05(土)

棟）1階 W102 [3]60名 [4] http://tinyurl.com/

[7]Movable Typeユーザーおよび、興味を持っている人た

mzd7oos [5]¥500(学生無料) [6]せきゅぽろ [7]講師は、

ちへの情報提供、および交流会。講師は、平田大治氏(シ

町村泰貴氏(北海道大学大学院法学研究科)、愛甲健二

ックス・アパート)、高山裕司氏(シックス・アパート)、武田正

氏(セキュリティ・キャンプ講師/FFRI )、および、セキュリテ

樹氏(マイクロソフト)、大石良氏(サーバーワークス)、宮永

ィキャンプ卒業生 [ccid]13100501

邦彦氏(アイディアマンズ)、藤本壱氏(フリー)、柳谷真志

DEVELOPMENTAL

氏(bit part)、奥脇知宏氏(bit part)、鈴木健太郎氏(マー

/オープントーク「
オープントーク「メディア表現
メディア表現の
表現の未来を
未来を考える」
える」

クアップエンジニア)、野田純生氏(アルファサード)。

[1]2013/10/05 14:00～16:00 [2]ACU札幌市立大学

[ccid]13100502

サテライトキャンパス [4] http://j.mp/dev131005 [5]無

U-16旭川
16旭川プログラミングコンテスト
旭川プログラミングコンテスト

料 [6]札幌市立大学デザイン学部メディアデザインコース

[1]2013/10/13 10:00～16:00(開場09:45) [2]旭川市

杉本達應研究室 [7]デザインエンジニアの緒方壽人氏

民文化会館小ホール [4] http://procon-

(takram design enineering)をお招きして、情報技術が発

asahikawa.org/entry.php [5]無料 [6]U-16旭川プログラ

達し、便利なデバイスを身につけ、デジタルな表現に接す

ミングコンテスト実行委員会 [7]旭川市及び近郊の中学
校・高等学校に在籍している16歳以下(高校1年生以下)
の中高生対象のプログラミング、およびディジタルコンテン

ることが日常的になった昨今、デザイナーやエンジニアとい

10/13(日)

ったクリエイティブに関わる人は未来に向かってどのような
役割を果たすべきかを考えます。 [ccid]13100503

ツ作成のコンテスト。競技部門は、Javaを使った対戦ゲー

Scrum Boot Camp Premium in 札幌

ムロジックの作成。作品部門は、CG、ウェブコンテンツ、音
楽など。公開競技として、ライントレースするロボットカーレ

[1]2013/10/14 10:00～18:00(開場09:45) [2]札幌市

ースが開催される。締め切りは、10/04。

東区民センター 集会室ヤング [3]30名 [4] http://

[ccid]13101301

10/14(月)

Java Festa in 札幌 2013

Scrumを実践している人などを対象に行う体験型Scrum入

センター [4] https://entry.javafesta.jp [6]さっぽろ産業
振興財団 [7]国内外のIT業界において第一線で活躍する

10/15(火)

チャンス。デーマは「北のIT 10年の真価、そして果てしな

門イベント。 [ccid]13101401

北海道を
北海道を楽しくする100
しくする100人
100人

講師陣から幅広いジャンルの最新情報を聴くことができる

10/16(水)

き進化」。 [ccid]13101501

[1]2013/10/16 [4] https://www.facebook.com/
100Person [6]北海道を楽しくする100人
[ccid]13101601

Ohotech 特盛 #5
[1]2013/10/26 14:00～19:00 [2]北見芸術文化ホー
ル5F 多目的室 [4] http://connpass.com/event/

第85回
85回CLR/
CLR/H勉強会

10/19(土)

「CodeJP2013で行ったショートコーディング」ほかを予定。

詳細未定 [1]2013/10/19 [4] http://clr-h.jp
[ccid]13101901

3351/ [5]¥500 [6]Ohotech [7]@tututen氏

off topic

アジャイル札幌 [7]西村直人さん(永和システムマネジメン
ト)を講師に、Scrum導入予定者、およびトレーニングなしで

[1]2013/10/15 10:00～17:00 [2]札幌コンベンション

[ccid]13102601

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/5807 [5]¥500 [6]

10/26(土)

11月以降のカレンダーは
次ページ以降をご覧ください

第8回札幌国際短編映画祭
09/11(水)～9/16(月・祝)。
上映会(札幌プラザ2・5とシアター・キノ)やフォーラム、マーケットなど。
詳細は、http://sapporoshortfest.jp/13 。

札幌オータムフェスト
札幌オータムフェスト
09/13(金)～09/29(日)。
北海道各地の食材や名産品を一堂に集めて、大通公園の4丁目から8丁
目を中心に開催される秋のイベント。午前10時から午後8時30分まで。
詳細は、http://www.sapporo-autumnfest.jp 。

SaCSS vol.
vol.49
[1]2013/10/26 18:00～21:00 [2]札幌市民ホール第3
会議室 [3]24名 [4] http://atnd.org/events/42773
[5]¥1,000(学生¥500)要事前決裁。 [6]SaCCS [7]LT発
表会。発表希望者は、申込フォームのコメント欄に発表希
望の旨記載のこと。 [ccid]13102602

札幌ミュンヘン
札幌ミュンヘン市
ミュンヘン市
11/26(金)～ 12/24(火・祝)午前11時から午後9時まで。
大通公園2丁目と札幌駅前通り地下歩行空間で開催されるクリスマス・マー
ケット。詳細は、http://www.sapporo-christmas.com 。

札幌ホワイトイルミネーション
札幌ホワイトイルミネーション
11/22(金)から。大通は12/25(水)まで、駅前通は 02/11(火・祝)まで、
南一条通は02/14(金)まで。 詳細は、http://white-illumination.jp 。

さっぽろ雪
さっぽろ雪まつり
02/05(火)～ 02/11(月・祝)。詳細は、http://www.snowfes.com 。

#1309100-P02 | 発⾏⽇ : 2013年9月14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(2013/09/11～12/14)

2013/09/10

高専カンファレンス
高専カンファレンス in 釧路2
釧路2

第21期経営者
21期経営者・
期経営者・起業家のための
起業家のためのWeb
のためのWeb活用塾
Web活用塾

[1]2013/11/03 [2]釧路市交流プラザさいわい [4]

[1]2013/11/07,11/14. 11/21. 11/28全4回 18:30～

http://kosenconf.jp/?077kushiro2 [6]高専カンファレ
ンス in 釧路2 [7]詳細未定。「技術を発展させる」「自分

20:30 [2]正文舎 多目的ホール [3]6名 [4] http://

11/03(日・祝)

自身を成長させる「知性、知能を伸ばす」「啓発する」など
様々な意味を持つ"develop"がデーマ。 [ccid]13110301

11/07(木)

[1]2013/11/09 14:00～19:00(開場13:15) [2]ICC
Cross×Garden [3]111名 [4] http://cssnitesapporo.jp/ [5]9/30 15時まで\4,500/以降\5,500/当

11/09(土)

PDF版
PDF版の入手

11/14(木)

『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。

紙媒体

11/21(木)

ーガーデン)/口田聖子氏(WebbingStudio)/松田直樹氏(ま
ぼろし)/岡野マミ氏(リーグラフィ)/木村哲朗氏(まぼろし)/
西畑一馬氏(まぼろし)/小林信次氏(まぼろし)/鷹野雅弘氏

ャルメディアや紙媒体との連携、WEBに適した表現の習得

(ともにWEBサクセス)。 [ccid]13110701

日\6,000/フォローアップ参加\3,000/遠方割、学割有
[6]CSS Nite in SAPPORO [7]講師は、益子貴寛氏(サイバ

[5]¥23,000 [6]WEBサクセス [7]WEBによる集客、ソーシ

を目指すセミナー。講師は、白藤沙織氏と蝦名未希子氏

CSS Nite in SAPPORO,
SAPPORO, Vol.
Vol.11
「実践！
実践！ スマートフォン対応
スマートフォン対応サイト
対応サイト制作
サイト制作」
制作」

www.websuccess.jp/seminar-form2/mailform.php

11/28(木)

(スイッチ)。 [ccid]13110901

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


SaCSS vol.
vol.50
[1]2013/11/30 09:00～21:00 [2]札幌市民ホール第6

11/30(土)

会議室 [3]18名 [4] http://www.sacss.net/ [5]要事前

diff

決裁。 [6]SaCCS [ccid]13113001

10/05 D E V E L O P M E N T A L , 1 0 / 1 4 Scrum Boot Camp
Premium, 10/15JavaFesta3件のイベント追加(P01->P02)

SECCON 2013 北海道大会
[1]2013/11/30～12/01 [4] http://2013.seccon.jp/

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
 札幌ものづくりカフェShare(シェア)

12/01(日)

SaCSS vol.
vol.51
[1]2013/12/14 18:00～21:00 [2]札幌市民ホール第2

[6]SECCON実行委員会 [7]情報セキュリティをテーマに多

会議室 [3]40名 [4] http://www.sacss.net/ [5]要事前

様な競技を開催する情報セキュリティコンテストイベント。

決裁。 [6]SaCCS [ccid]13121401

[ccid]13113002
札幌ホワイトイルミネーション(11/22〜)
詳細は、off topic参照

第87回
87回CLR/
CLR/H勉強会～
勉強会～カソウカDay
カソウカDay

12/14(土)

[1]2013/12/14 [2]マイクロソフト 北海道支店セミナール
ーム

[6]CLR/H [7]詳細未定 [ccid]13121402

ccidの
ccidの実験運用を
実験運用を行っています。
っています。
札幌ミュンヘン市(11/26〜12/24)
詳細は、off topic参照

「紙媒体に書かれているURLを入力するのは大変」という意見があったため、各

INFO

イベント情報の最後に付加したccid(8桁の数字)をCGIのクエリ文字列として指定
することで、イベントの申込みページや会場マップなどにリダイレクトするページを

中高生国際Ruby
中高生国際Rubyプログラミングコンテスト
Rubyプログラミングコンテスト2013
プログラミングコンテスト2013 in Mitaka

作ってみました。現在、試験運用中です。みなさまのご意見、ご感想をお待ちし

中高生対象の、Rubyによるオリジナルプログラムコンテスト。内容やジャン

ております。

ルは不問。作品締め切りは09/30。審査会は、12/07。詳細 : http://

書式 : ・http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=[ccid]もしくは[ccidとオプション]

www.mitaka.ne.jp/ruby/ruby2013

オプション : 無し : 申込みページにリダイレクトされます。
: 'A'もしくは'a' : 会場地図のページにリダイレクト。

利用例 :

: 'P'もしくは'p' : 開催場所のページにリダイレクト。

•

「オープンソースカンファレンス2013Hokkaido」の申込ページを表示する

•

OSC-doの会場地図を表示する

•

EventClipに掲載されたOSC-doの情報を表示する

: 'H'もしくは'h' : 開催案内/もしくは主催者のページにリダイレクト。
: 'I'もしくは'i' : EventClipに掲載された情報を表示。

... http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=13091401

.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=13091401a

.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=13091401i

 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。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。)
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○ 開催場所住所
開催場所

住所/map

ICC Cross×Garden

札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1 1階
[map]http://www.icc-jp.com/ja/access.html
札幌市中央区北4条⻄5丁目 アスティ45

ACU

[map]http://www.acu-h.jp/koutsu_access/index.php

旭川市⺠⽂化会館
インフィニットループ 会議室
えにしテック
札幌エルプラザ

旭川市7条通9丁目50
[map]http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/siminbunka/annaizu.htm
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]http://www.infiniteloop.co.jp/map/
札幌市北区北11条⻄2丁目1-5 PARKSIDE-KIB 802
[map]http://www.enishi-tech.com/access.html
札幌市北区北8条⻄3丁目
[map]http://www.danjyo.sl-plaza.jp/access/
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

Garage labs
札幌市北区⺠センター
北⾒芸術⽂化ホール
釧路キャッスルホテル
釧路ロイヤルイン
札幌グランドホテル
釧路市交流プラザさいわい
Sapporo cafe
札幌コンベンションセンター
札幌市産業振興センター
札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア)
札幌市⺠ホール
正⽂舎 多目的ホール
TKP札幌カンファレンスセンター
HIPPIES SAPPORO
ほくせんギャラリー ivory
北農健保会館
北海道⼤学札幌キャンパス
北海道ホテル
マイクロソフト 北海道⽀店セミナールーム
釧路市⽣涯学習センターまなぼっと幣舞
内⽥洋⾏札幌ユビキタス協創広場 U-cala
リコージャパン 北海道営業本部

札幌市中央区北3条⻄14丁目2-2
[map]http://garage-labs.jp/?page_id=20
札幌市北区北25条⻄6丁目
[map]http://www6.ocn.ne.jp/~kitakuce/access/tizu.html
北海道北⾒市泉町1丁目2-22
[map]http://www6.ocn.ne.jp/~kitart21/access/5dai.html
釧路市⼤川町2-5
[map]http://www.castlehotel.jp/access.html
釧路市⿊⾦町14丁目9-2
[map]http://www.royalinn.jp/subC_006.html
札幌市中央区北1条⻄4丁目
[map]http://www.grand1934.com/access/
釧路市幸町9丁目1番地
[map]http://www.city.kushiro.lg.jp/kyouiku/shougaigakushuu/bunkashisetsu/saiwai/0003.html
札幌市北区北8条⻄5丁目2-3 札幌公務員受験学院ビル5F
[map]http://sapporo-cafe.jp/access.html
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2条東1丁目3-3サンマウンテンビル3F
[map]http://www.sharedesign.biz/pg138.html
札幌市中央区北1条⻄1丁目
[map]http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html
札幌市白石区菊水2条1丁目4-27
[map]http://www.websuccess.jp/company/info.html
北海道札幌市中央区北三条⻄3丁目1-6 札幌⼩暮ビル
[map]http://tkpsapporo-bc.net/access.shtml
札幌市中央区南７条⻄２丁目 リバーサイドビル1F南向 (鴨々川沿い)
[map]https://maps.google.co.jp/maps?q=hippies+sapporo
札幌市中央区南2条⻄2丁目 NC HOKUSENブロックビル4F
[map]http://www.hokusen.jp/company/ivory/index.html
札幌市中央区北4条⻄7丁目1-4
[map]http://www.hokunoukenpo.or.jp/kaikan/access.html
札幌市北区北8条⻄5丁目6
[map]http://www.hokudai.ac.jp/introduction/campus/campusmap/
帯広市⻄7条南19丁目1番地
[map]http://www.hokkaidohotel.co.jp/access/index.shtml
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
釧路市幣舞町４番28号
[map]http://www.kushiro-bunka.or.jp/manabo/koutuuannai.html
札幌市中央区北1条東4丁目 札幌ファクトリー1条館1階
[map]http://www.uchida.co.jp/company/showroom/u-cala.html
札幌市北区北7条⻄2丁目8-1札幌北ビル14F
[map]http://www.ricoh-japan.co.jp/about/map/101_hokkaido.html
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