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10月18⽇以降のカレンダーは
次ページ以降をご覧ください

『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。

第第第第11111111回北海道回北海道回北海道回北海道のののの楽楽楽楽しいしいしいしい100100100100人人人人

[1]2013/10/16 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ3階

大ホール [4] https://www.facebook.com/events/

1418696681686874 [5]¥500 [7]北海道の楽しい100人 

[8]登壇者は、JAWS-UGなどで活動、クラウドを全面活用し

たリモート勤務を実践されている田名辺健人氏、Webデザイ

ンや出版事業を手掛ける田中宏明氏(エアーダイ

ブ,Dybooks)、木雑貨の制作・販売を行う三島千枝氏(オト

ナとコドモの木雑貨Chiemoku)、東川町役場でイベントやサ

ービスの企画開発を担当している矢ノ目俊之氏を予定。 

[ccid]13101601

Scrum Boot Camp Premium in Scrum Boot Camp Premium in Scrum Boot Camp Premium in Scrum Boot Camp Premium in 札幌札幌札幌札幌

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

東区民センター集会室ヤング [3]30名 [4] http://

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/5807 [5]¥500 [7]ア

ジャイル札幌 [8]西村直人氏(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

Scrumを実践している人などを対象に行う体験型Scrum入

門イベント。 [ccid]13101401

Java Festa in Java Festa in Java Festa in Java Festa in 札幌札幌札幌札幌    2013201320132013

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

ンター [4] https://entry.javafesta.jp [7]さっぽろ産業振

興財団  [8]国内外のIT業界において第一線で活躍する講

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チャ

ンス。デーマは「北のIT 10年の真価、そして果てしなき進

化」。 [ccid]13101501

10/14(月・祝)

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啓発啓発啓発啓発セミナーセミナーセミナーセミナー

[1]2013/10/16 13:30～16:30 [2]国際ホール [3]100

名 [4] mail : itcf@hicta.or.jp(企業・機関名、所属・役職、

氏名、連絡先) / http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/

20130926/index.htm [5]無料 [7]経済産業省北海道経

済産業局 [8]園田道夫氏(JNSA他)「情報セキュリティの今

と人材育成」、勝見勉氏(情報経済研究所)「クラウドコンピュ

ーティング時代のセキュリティ人材とは」、関尚志氏(北海道

警察)「サイバー犯罪の現状」、太田利次氏(ケーケーシー

情報システム)「やってみよう！情報セキュリティ監査」 

[ccid]13101604

短期間短期間短期間短期間でででで実現実現実現実現するするするする    Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP 移行移行移行移行セミナーセミナーセミナーセミナー

[1]2013/10/16 13:30～17:00(開場13:15) [2]かでる2・

7 1010会議室 [3]40名 [4] https://form.njc.co.jp/

webapp/form/14798_exv_437/index.do [5]無料 

[6]10/15 [7]日本事務器 [8]講演テーマは、「なにが危な

いの？Windows XP サポート終了に伴うセキュリティリスクと

は？}(トレンドマイクロ)、「Windows XP サポート終了！課題

となるリスクと必要な対策とは？」(エムオーテックス)、

「Windows 7/8 への移行の勘所}(日本事務器)、「マイクロ

ソフトが提供する企業への優れた価値のご紹介」(マイクロソ

フト)を予定。 [ccid]13101603

10/13(日)

UUUU----16161616旭川旭川旭川旭川プログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテスト

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

民文化会館小ホール [4] http://procon-asahikawa.org/

entry.php [5]無料 [7]U-16旭川プログラミングコンテスト実

行委員会 [8]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ツ作成のコンテスト。競技

部門は、Javaを使った対戦ゲームロジックの作成。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ースが開催される。締め切り

は、10/04。 [ccid]13101301

ccidの実験運用をしています。
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。

書式 : ・http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=[ccid]もしくは[ccidとオプション]
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' : 会場地図のページへ。
: 'P'もしくは'p' : 開催場所のページへ。
: 'H'もしくは'h' : 開催案内か主催者のページへ
: 'I'もしくは'i' : EventClipに掲載された情報を表示。

10/15(火)

10/16(水)

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####11118888

[1]2013/10/16 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ3階 

OA研修室 [3]20名 [4] http://atnd.org/events/44419 

[5]¥300 [7]Hokkaido.pm [8]テーマは「続・Perlの開発環

境」の予定。LT、ビギナーズセッションなどを予定。

[ccid]13101602

道民道民道民道民カレッジカレッジカレッジカレッジ「「「「教育教育教育教育のののの情報化情報化情報化情報化におけるにおけるにおけるにおけるICTICTICTICTのののの活用活用活用活用」」」」

[1]2013/10/16 09:45～12:99 [2]北海道立教育研究

所 [3]10名 [4] mail : doken-jigyoka@hokaido-c.ed.jp 

[5]無料 [6]10/09 [7]北海道立教育研究所 [8]ディジタ

ル教科書、電子黒板などのICT機器を学校でどのように活

用するかを考えるセミナ [ccid]13101605

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]申込締切 [7]主催者 [8] 備考
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11月以降のカレンダーは
右ページをご覧ください

道民道民道民道民カレッジカレッジカレッジカレッジ

「「「「平成平成平成平成25252525年度遠隔学習年度遠隔学習年度遠隔学習年度遠隔学習プログラムプログラムプログラムプログラム開発研修講座開発研修講座開発研修講座開発研修講座」」」」

[1]2013/10/25 [2]かでる2・7820研修室 [3]30名 [4] 

mail : kensyu@manabi.pref.hokkaido.jp [5]無料 [6]10/18 

[7]北海道立生涯学習推進センター [8]地域のICT学習推

進の中核になる指導者育成と、産学官の情報ネットワーク

化を図るための知識を習得する。 [ccid]13102501

第第第第32323232回開発回開発回開発回開発オフオフオフオフ

[1]2013/10/26 10:00～17:00(開場09:45) [2]インフィ

ニットループ 会議室  [4] http://devdo.doorkeeper.jp/

events/6426 [5]無料。飲食費は別途各自[7]北海道開

発オフ [8]要PC持ち込み。無線LANあり。昼は、みんなでラ

ンチにお出かけ。 [ccid]13102603

SaCSS SaCSS SaCSS SaCSS ++++14141414thththth

[1]2013/10/26 13:00～16:00 [2]Garage labs [3]12名 

[4] http://sacss-plus14.peatix.com [5]¥500  

[7]SaCCS [8]ワークショップ形式のSaCCS。今回のテーマ

は、正規表現。JavaScriptを使って、正規表現の書き方を

試す。要Firefox+Firebug、もしくはChromeがインストールさ

れたPC。 [ccid]13102602

CoderDojoCoderDojoCoderDojoCoderDojo

[1]2013/10/20 10:30～12:00/13:00～14:30 [2]あさ

ひかわ37 [4] https://www.facebook.com/events/

244808158999823/ [5]無料 [7]CoderDojo [8]小学

生・中学生・高校生向けプログラミング教室。経験、年齢に

合わせてScratch/HTML/CSS/JavaScript/Pythonなどを

使ったウェブサイト・アプリ・ゲーム作りにチャレンジする。ノー

トPC持ち込みのこと。小学生以下は親の同伴が必要。 

[ccid]13102001

第第第第85858585回回回回CLRCLRCLRCLR////HHHH勉強会勉強会勉強会勉強会

[1]2013/10/19 [2]内田洋行札幌ユビキタス協創広場 

U-cala [4] http://clr-h.jp [7]CLR/H [8]スピーカーは、

佐々木順子氏と安納 順一氏(マイクロソフト)、およびナオキ

氏(CLR/H)を予定。 [ccid]13101901

ITITITIT経営経営経営経営フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    2013 2013 2013 2013 in in in in 札幌札幌札幌札幌

<<<<増収増収増収増収・・・・増益増益増益増益をををを目指目指目指目指すすすす経営者経営者経営者経営者・・・・管理職管理職管理職管理職のためのセミナーのためのセミナーのためのセミナーのためのセミナー>>>>

[1]2013/10/28 10:00～17:00(開場09:30) [2]ACU 16

階 [3]200名 [4] https://www.skyarc.co.jp/column/

seminar/20130909.html [5]無料要事前予約 [7]株式会

社スカイアーク [8]講演は、斉藤芳宣氏(船井総合研究所)

「激動の2014年を生き抜くマーケティングのコツとは」、中山

五輪男氏「国内導入事例に学ぶビジネス向けiPhone/iPad

活用術」、今村和広氏(セールスフォース・ドットコム)「増客

増益を実現するクラウド活用術と成功事例」、グーグル「「仕

事する」もGoogleへ。〜Googleの提案する新しい働き方〜」

を予定。「IT経営展」も同時開催。 [ccid]13102801

PostgreSQLPostgreSQLPostgreSQLPostgreSQL勉強会勉強会勉強会勉強会＠＠＠＠札幌札幌札幌札幌

[1]2013/10/29 19:00～21:00 [2]ジグソー株式会社会

議室 [4] http://atnd.org/events/44048 [5]無料 [7]日

本PostgreSQLユーザ会 北海道支部 [8]スピーカーは、

@iakio氏と@syachi氏ほかを予定。スピーカー募集中。 

[ccid]13102901

道民道民道民道民カレッジカレッジカレッジカレッジ「「「「NetCommonsNetCommonsNetCommonsNetCommonsによるによるによるによる情報情報情報情報のののの発信発信発信発信」」」」

[1]2013/10/24 09:45～12:00 [2]北海道立教育研究

所 [3]10名 [4] mail : doken-jigyoka@hokaido-c.ed.jp 

[5]無料 [6]10/17 [7]北海道立教育研究所 [8]CMSであ

るNetCommonsを使って情報発信する方法を習得する。 

[ccid]13102401

SaCSS VolSaCSS VolSaCSS VolSaCSS Vol....49494949

[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://sacss-vol49.peatix.com 

[5]¥1,000(学生¥500)発表者\500 [7]SaCCS [8]SaCSS4

回目のLT大会。テーマは、Web技術,HTML,CSS,JavaScript

など。 [ccid]13102604

THINKTHINKTHINKTHINK3333DDDD〜〜〜〜３３３３DDDDプリンターでデザインをプリンターでデザインをプリンターでデザインをプリンターでデザインを形形形形にするにするにするにする。。。。

[1]2013/10/18 19:00～20:30 [2]札幌ものづくりオフィス

&カフェSHARE(シェア)  [4] https://www.facebook.com/

events/387274784738289 [5]無料。要ワンドリンクオー

ダー [7]FAB48ものづくりクリエイターズ集団 [8]プレゼンタ

ーは、齊藤 隆氏(Share)。今回は、3Dプリンターで出力する

ための３Dデータを作成する。要Autodesk 123Designインス

トール済みのノートPC。初心者可。参加希望者は、FAB48(

入会費など無料。http://www.sharedesign.biz/cn32/

pg189.html )に入会のこと。 [ccid]13101801

Share Halloween partyShare Halloween partyShare Halloween partyShare Halloween party

[1]2013/10/26 18:00～20:30 [2]札幌ものづくりオフィス

&カフェSHARE(シェア) [4] https://www.facebook.com/

events/308533372622894 [7]札幌ものづくりオフィス&

カフェSHARE(シェア) [8]10月の、ものづくりオフィス&カフェ

Shareのメンバー交流会は、ハロウィンパーティ! 

[ccid]13102605

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

� 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

� 札幌ものづくりカフェShare(シェア)

中高生国際中高生国際中高生国際中高生国際RubyRubyRubyRubyプログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテスト2013 2013 2013 2013 in Mitakain Mitakain Mitakain Mitaka

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。内容やジャンルは不問。作品締

め切りは09/30。審査会は、12/07。詳細 :  http://www.mitaka.ne.jp/ruby/ruby2013/

INFO

10/25(金)

10/28(月)

10/19(土)

10/29(火)

10/20(日)

10/24(木)

10/26(土)

10/18(金)
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第第第第87878787回回回回CLRCLRCLRCLR////HHHH勉強会勉強会勉強会勉強会～～～～カソウカカソウカカソウカカソウカDayDayDayDay

[1]2013/12/14 [2]マイクロソフト 北海道支店セミナール

ーム [4] http://clr-h.jp [7]CLR/H [8]詳細未定 

[ccid]13121402

Garage labs Friday NightGarage labs Friday NightGarage labs Friday NightGarage labs Friday Night

[1]2013/12/06 20:00～23:00(開場19:00) [2]Garage 

labs [4] http://garage-labs.jp/?page_id=1455 

[5]Garage labs登録者と学生は\800、一般は\1,000

円。軽食付き [7]Garage labs [8]北海道発のサービス・ア

プリ・作品の発表、展示および、クリエイターとの交流イベン

ト。 [ccid]13120601

CSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPORO, , , , VolVolVolVol....11111111

「「「「実践実践実践実践！！！！    スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン対応対応対応対応サイトサイトサイトサイト制作制作制作制作」」」」

[1]2013/11/09 14:00～19:00(開場13:15) [2]ICC 

Cross×Garden [3]111名 [4] http://cssnite-

sapporo.jp/ [5]9/30 15時まで\4,500/以降\5,500/当

日\6,000/フォローアップ参加\3,000/遠方割、学割有 

[7]CSS Nite in SAPPORO [8]講師は、益子貴寛氏(サイバ

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

(スイッチ)。 [ccid]13110901

SECCON SECCON SECCON SECCON 2013 2013 2013 2013 北海道大会北海道大会北海道大会北海道大会

[1]2013/11/30～12/01 [4] http://2013.seccon.jp/ 

[7]SECCON実行委員会 [8]情報セキュリティをテーマに多

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。 

[ccid]13113002

第第第第21212121期経営者期経営者期経営者期経営者・・・・起業家起業家起業家起業家のためののためののためののためのWebWebWebWeb活用塾活用塾活用塾活用塾

((((1111回目回目回目回目～～～～4444回目回目回目回目))))

[1]2013/11/07, 14, 21, 28 18:30～20:30 [2]正文舎 

多目的ホール [3]6名 [4] http://www.websuccess.jp/

seminar-form2/mailform.php [5]¥23,000 [7]WEBサク

セス [8]WEBによる集客、ソーシャルメディアや紙媒体との

連携、WEBに適した表現の習得を目指すセミナー。講師

は、白藤沙織氏と蝦名未希子氏(ともにWEBサクセス)。 

[ccid]13110701

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....50505050

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

会議室 [4] http://www.sacss.net [7]SaCCS 

[ccid]13113001

SaCSS SpecialSaCSS SpecialSaCSS SpecialSaCSS Special5555

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

会議室 [4] http://www.sacss.net/ [7]SaCCS 

[ccid]13121401

SaCSS SpecialSaCSS SpecialSaCSS SpecialSaCSS Special4444

[1]2013/12/07 14:00～18:00 [2]札幌市産業振興セン

ターセミナールームA [4] http://www.sacss.net/ 

[7]SaCCS [ccid]13120702

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....51515151

[1]2014/01/25 18:00～21:00 [2]札幌市民ホール第3

会議室 [4] http://www.sacss.net/ [7]SaCCS 

[8]SaCSS5回目のLT大会。 [ccid]14012501

高専高専高専高専カンファレンスカンファレンスカンファレンスカンファレンス    in in in in 釧路釧路釧路釧路2222

[1]2013/11/03 13:00～16:05 [2]釧路市交流プラザさ

いわい [3]48名 [4] http://kosenconf.jp/?077kushiro2 

[6]一般発表締切10/20、参加申込締切10/31 [7]高専

カンファレンス in 釧路2 [8]「技術を発展させる」「自分自身

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。一般発表(15分/1枠)と

LT(5分/1枠)、ミニ懇親会などを予定。 [ccid]13110301

Garage labs Friday NightGarage labs Friday NightGarage labs Friday NightGarage labs Friday Night

[1]2013/11/01 20:00～23:00(開場19:00) [2]Garage 

labs [4] http://garage-labs.jp/?page_id=1455 

[5]Garage labs登録者と学生は\800、一般は\1,000円。

軽食付き [7]Garage labs [8]北海道発のサービス・アプリ・

作品の発表、展示および、クリエイターとの交流イベント。 

[ccid]13110102

shareshareshareshare文化祭文化祭文化祭文化祭

[1]2013/11/01 前夜祭、11/02, 03 10:30～20:30 [2]

札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア) [7]札幌もの

づくりオフィス&カフェSHARE(シェア) [8]ものづくりオフィス&

カフェShareの利用者、および外部講師によるセミナーとワ

ークショップ。「３Dプリンターをつかったフィギュア作成」や

「チョークアートの世界」(ともにタイトルなど変更される可能

性あり)などを予定。プログラムは近日発表予定。11/01は

前夜祭。 [ccid]13110101

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]申込締切 [7]主催者 [8] 備考

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。

11/09(土)

11/14(木)

11/21(木)

11/28(木)

11/30(土)

12/01(日)

12/06(金)

12/07(土)

11/07(木)

12/14(土)

01/25(土)

11/03(日・祝)

11/01(金)

11/02(土)

札幌札幌札幌札幌ミュンヘンミュンヘンミュンヘンミュンヘン市市市市
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。http://www.sapporo-christmas.com 。

札幌札幌札幌札幌ホワイトイルミネーションホワイトイルミネーションホワイトイルミネーション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。 http://white-illumination.jp 。 
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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

ACU
札幌市中央区北4条⻄5丁目アスティ45
 [map]http://www.acu-h.jp/koutsu_access/index.php

あさひかわ37
旭川市3条通7丁目 セブンビル2F
 [map]http://www.asahikawa37.com/access.html

旭川市⺠⽂化会館
旭川市7条通9丁目50
 [map]http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/siminbunka/annaizu.htm

インフィニットループ 会議室
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/

札幌エルプラザ
札幌市北区北8条⻄3丁目
 [map]http://www.danjyo.sl-plaza.jp/access/

かでる2・7
札幌市中央区北2条⻄7丁目 道⺠活動センタービル
 [map]http://homepage.kaderu27.or.jp/intoro/access/index.html

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

北海道⽴教育研究所
江別市⽂京台東町42
 [map]http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=56

国際ホール
札幌市中央区北4条⻄4丁目1 札幌国際ビル8階
 [map]http://www.itogumi.jp/kokusai_hall/access/index.html

釧路市交流プラザさいわい
釧路市幸町9丁目1番地
 [map]http://www.city.kushiro.lg.jp/kyouiku/shougaigakushuu/bunkashisetsu/saiwai/0003.html

札幌コンベンションセンター
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

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

札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア)
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

ジグソー株式会社
札幌市北区北9条⻄4丁目10-3 ガレリア7階
 [map]http://goo.gl/maps/7tcx6

札幌市⺠ホール
札幌市中央区北1条⻄1丁目
 [map]http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html

正⽂舎 多目的ホール
札幌市白石区菊水2条1丁目4-27
 [map]http://www.websuccess.jp/company/info.html

札幌市東区⺠センター
札幌市東区北11条東7丁目1-1
 [map]http://www.higashi-kumin.jp/pc_web/right4.html

マイクロソフト 北海道⽀店セミナールーム
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

内⽥洋⾏札幌ユビキタス協創広場 U-cala
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

ロイトン札幌
札幌市中央区北1条⻄11丁目
 [map]http://www.daiwaresort.jp/royton/access/index.html

� 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することも可能ですのでお知らせください。)

北北北北ののののＩＴＩＴＩＴＩＴシーズフェアシーズフェアシーズフェアシーズフェア２０１４２０１４２０１４２０１４

[1]2014/02/20 10:00～18:00 [2]ロイトン札幌 ３Ｆ ロイト

ンホール [4] https://secure.dosanko.co.jp/hicta/

hotnews/img/upimg/00500/573_1.pdf [7]北海道ＩＴ推

進協会 [8]ＩＴシーズを持つ企業とユーザー企業との間のマ

ッチングを行う。隣接会場で、「第7回札幌クラウドセミナー」

開催も予定。[ccid]14022001

第第第第7777回札幌回札幌回札幌回札幌クラウドセミナークラウドセミナークラウドセミナークラウドセミナー

[1]2014/02/20 [2]ロイトン札幌 [7]さっぽろ産業振興財

団 [ccid]14022002

02/20(木)

02/01(土)
IPvIPvIPvIPv6 6 6 6 Summit in SAPPORO Summit in SAPPORO Summit in SAPPORO Summit in SAPPORO 2014201420142014

[1]2014/02/01 [7]インターネット協会 [8]IPv6導入と展

開をより加速するために、国内のIPv6サービス状況、アプリ

ケーション/サービスの課題など、今後のIPv6を含むインタ

ーネットの状況を考える。基調講演は田中邦裕氏(さくらイ

ンターネット) [ccid]14020101

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


