イベントクリップ(2013/11/14～2014/02/20)

2013/11/13
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。

『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21期経営者
21期経営者・
起業家のためのWeb
回目)
期経営者・起業家のための
のためのWeb活用塾
Web活用塾(
活用塾(2回目)

Git勉強会
Git勉強会@
勉強会@旭川 #1
[1]2013/11/14 19:00～21:00 [2]CoCoDe(旭川市市民
活動交流センター) 1階 情報閲覧コーナー [4] http://

11/14(木)

[1]2013/11/14 18:30～20:30 [2]正文舎 多目的ホー
ル [3]6名 [4] http://www.websuccess.jp/seminar-

connpass.com/event/3804/ [5]無料 [7]Git勉強会@旭

form2/mailform.php [5]¥23,000 [7]WEBサクセス

川 [8]ハンズオン(日本語版Pro Gitを使用)やクイズを通し

[8]WEBによる集客、ソーシャルメディアや紙媒体との連

て、Gitの利用法を理解するセミナー。 [ccid]13111402

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)。

はじめての知的財産
はじめての知的財産ワークショップ
知的財産ワークショップ(
ワークショップ(基礎編)
基礎編)

[ccid]13110701

[1]2013/11/14 18:30～21:30 [2]札幌ものづくりオフィス
&カフェSHARE(シェア) [3]15名 [4] mail : t-

IT利活用
IT利活用セミナー
利活用セミナー in 上川

kamiyama@bizcafe.jp(札幌ビズカフェ事務局) / https://

[1]2013/11/15 13:00～14:30 [2]北海道上川合同庁

www.facebook.com/events/443445695759982/

舎 3階講堂 [4] Tel : 0166-46-5917、Fax : 0166-46-

?ref=5 [5]無料 [7]札幌ビズカフェ [8]コワーキングを拠点

5204、mail : kamikawa.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp 、申込

として活動するスタートアップ企業経営者や個人事業主、創

書 : http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/

業予定者を対象とした本セミナーでは、「身近な特許・知

11/15(金)

file.jsp?id=665878 / http://

財」の事例を参考に、小さなものづくり・クリエイティブ事業者

www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/chiikiseisaku/

が認識しておくべき知的財産権の留意点を分かりやすく解

itrikatuyousemina.htm [5]無料 [7]北海道ＩＴ推進協会

説します。講師は、古瀬康鉱氏。

[8]佐藤みつひろ氏(レコロン)による『スマートフォンで社会が
動く。ＳＮＳ流おもてなし！～個の時代が到来、スマート時代

iPhone Dev Sap勉強会
Sap勉強会 Nov,
Nov, 2013

のインバウンドを追え～』を予定。 [ccid]13111501

[1]2013/11/16 13:00～18:00 [2]Garage labs [3]25名
[4] http://www.zusaar.com/event/1427004 [5]無料
[7]iPhone Dev Sap [8]要iOS実機+Xcodeインストール済み

ジャニーズ系イベント@札幌ドーム

11/16(土)

[1]2013/11/17 14:00～16:00 [2]みんなのコワーキング

Mac。全員で自己紹介を兼ねた身近な発表も行う。フリート
ーク、フリー発表、フリー開発など。 [ccid]13111601

ohotech 並盛#
並盛#11

11/17(日)

平成25
平成25年度札幌市
25年度札幌市SaaS
年度札幌市SaaS・
SaaS・クラウドビジネス研究会
クラウドビジネス研究会

きたみ [4] http://ohotech.info/namimori/namimori-11/
[5]¥500 [7]Ohotech [8]ペーパープロトタイピングによる
webサイトのデザインから実際の開発までの行程を体験す

『ビッグデータ時代
ビッグデータ時代の
時代の到来!
到来!』

る。PCの持ち込みは必須ではないけれど、あると良い。

[1]2013/11/18 13:45～16:00 [2]札幌市エレクトロニク

[ccid]13111702

スセンター 2階会議室A,B,C [3]50名 [4] https://
www.sapporo-it-pro.jp/registration/saascloud/ [5]無料
[6]申込締切11/15 17:00 [7]札幌市SaaS・クラウドビジネ

モンスターハンターフェスタ '13

11/18(月)

[1]2013/11/17 10:00～17:00 [2]アクセスサッポロ 大ホ

ス研究会 [8]赤羽幸雄氏(札幌市・クラウドビジネス研究会)

ール [4] http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/

『オープンデータの活用について』、馬場和幸氏(デジサイン

festa13/ [5]無料 [7]CAPCOM/モンスターハンターフェ

/フォーシンク)『電子認証を活用したソリューション』、太田

スタ事務局 [8]CAPCOMのモンスターハンターをテーマとし

洋氏(クラウディアン)『ビッグデータ時代のクラウド・ストレー

たステージイベント、アトラクション、グッズ販売などのイベン

ジ』 [ccid]13111801

ト。 [ccid]13111701

PDF版
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。

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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イベントクリップ(2013/11/14～2014/02/20)
風船宇宙撮影
[1]2013/11/19 19:00～20:30 [2]札幌ものづくりオフィス

2013/11/13

11/19(火)

[1]2013/11/20 19:00～21:00 [2]リコーITソリューション
ズ 札幌事業所 [3]10名 [4] http://

&カフェSHARE(シェア) [4] https://www.facebook.com/
kikyuucyu [5]¥525 [7]岩谷圭介氏 [8]ACのテレビ・ラジ

Scrum Boot Camp The Book 読書会 in 札幌

11/20(水)

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/7003 [5]無料 [7]ア

オCM( https://www.ad-c.or.jp/campaign/self_area/01/

ジャイル札幌 [8]"Scrum Boot Camp The Book"を輪読し

index.html )でもおなじみの、日本初の「風船を使った

ながら、参加者の現場の改善話を共有し実践ヒントを話しあ

30,000m上空からの宇宙撮影」「風船を使った30,000m上

う。参加者のアジャイル開発についての前提知識は問わな

空からの日の出撮影」に成功した岩谷圭介氏のトークセミナ

い。 [ccid]13112002

ー。facebookの他、開催場所であるShareへのメール

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#19

( info＠sharedesign.biz )、もしくは電話( 050-3506-

[1]2013/11/20 19:00～21:00 [4] http://

3697 )でも、申込受付。 [ccid]13111901

hokkaido.pm.org/ [7]Hokkaido.pm [ccid]13112001

ビッグデータ活用
ビッグデータ活用セミナー
活用セミナー 2013 in 札幌

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(
活用塾(3回目)
回目)

[1]2013/11/21 14:00～16:30(開場13:30) [2]札幌全
日空ホテル 3階「鳳」 [3]100名 [4] Fax : 011-8201166、mail : kensyu@deos.co.jp、申込書 : http://

[1]2013/11/21 18:30～20:30 [2]正文舎 多目的ホー

11/21(木)

は、11/14の同名セミナーの2回目(ccid=13110701)参

www.deos.co.jp/sites/default/files/document/

照。 [ccid]13110701

bigdata_msheet.doc / http://www.deos.co.jp/
bigdata_2013forum.html [5]無料 [6]申込締切11/18 [7]

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

北海道ソフトウェア技術開発機構 [8]ビッグデータを経営判

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 。

断や業務効率改善、マーケティングに活用したい人が対
象。河野洋一氏(トランスコスモス・アナリティクス)『Big
DATAを経営に活かす３つのポイント』(Big DATA活用のある

#03 Hokkaido CTF 勉強会(
勉強会(Hackathon)
Hackathon)

べき姿/Big DATAを経営に活かす３つのポイント)、大矢幸

[1]2013/11/23 12:00～19:00 [2]インフィニットループ

雄氏(日本IBM)『ビッグデータの活用事例とその成功を支え
るデータ・アナリティクスの今後の動向』を予定。

ル [3]6名 [5]¥23,000参加費は4回分の合計 [8]詳細

11/23(土・祝)

会議室 [3]18名 [4] http://atnd.org/events/44793 [5]
無料 [7]北海道CTF勉強会 [8]CTF問題の考え方や、仮

[ccid]13112101

想環境上での演習などを通して、CTFへの参加に必要な知
識の習得を目指す勉強会。初心者可。ノートPC持参必須。

EduAppsアプリ
EduAppsアプリ制作
アプリ制作ワークショップ
制作ワークショップ Vol.
Vol.1

[ccid]13112302

～カメラアプリを作
カメラアプリを作ってみよう
https://www.facebook.com/events/

第2回さくら石狩
さくら石狩DC
石狩DC見学
DC見学ツアー
見学ツアー
～さくらの夕
さくらの夕べin石狩
in石狩～
石狩～

745978392085296/ [5]¥2,500中高生\500、大学生・

[1]2013/11/23～11/24 [3]45名 [4] https://

専門学校生\1,000 [7]北海道教育ユニット Edu

docs.google.com/forms/d/1MaQ4kqcxSQSR-

[1]2013/11/24 10:00～12:00 [2]あさひかわ37 [4]

[8]HTML5モバイルアプリ開発プラットフォームMonakaを使

11/24(日)

FLTWle802CADtpcNgqmJYxzHuGM_pI/viewform [5]2日

ったカメラアプリ開発のワークショップ。基礎知識、開発準

間の費用(オプショナルツアー費用を除く)札幌駅集合

備、開発、ダウンロードまで一連の流れを体験する。受講想

\3,000/羽田・関空集合\20,000 [7]さくらインターネット

定者は、HTMLアプリに興味があるIT初心者。要safariか

[8]さくらインターネットの田中社長とともに、石狩データセン

Chromeインストール済みのPCと、スマートフォンかタブレッ

ターを見学+懇親会の2日間。 [ccid]13112301

ト。PCを持ち込めない場合は、会場のPCの貸し出しもあり。

勉強会＠
勉強会＠Sinatra札幌
Sinatra札幌

[ccid]13112401

[1]2013/11/24 13:00～16:30 [2]札幌市民ホール 会
議室5 [3]15名 [4] http://sinatra-

札幌ビズカフェ
札幌ビズカフェ知財
ビズカフェ知財セミナー
知財セミナー(
セミナー(応用編)
応用編)

sapporo.doorkeeper.jp/events/6626 [5]無料

[1]2013/11/25 [2]札幌大通コワーキング ドリノキ [3]15

[7]Sinatra札幌 [8]簡単なアプリケーションの作成を通して、

名 [4] mail : t-kamiyama@bizcafe.jp(札幌ビズカフェ事務
局) / http://www.bizcafe.jp/?p=2810 [5]無料 [7]札
幌ビズカフェ [8]11/11に開催された同名のセミナー
(ccid=13111101)の応用編。ワークショップ「契約書を読ん
でみよう」「契約書を作ってみよう」2本。講師は、杉山央氏
(弁護士) [ccid]13112501

RubyのフレームワークであるSinatraを使ったプログラミング

11/25(月)

を習得する。主な対象者は、今までSinatraを静的なページ
として利用していた人、Rubyにまだ慣れていない人など。
[ccid]13112402

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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イベントクリップ(2013/11/14～2014/02/20)

2013/11/13

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)～。

札幌市基幹系情報システム
札幌市基幹系情報システム再構築事業
システム再構築事業の
再構築事業の今後
～産総研
～産総研・
産総研・包括フレームワークセミナー
包括フレームワークセミナー～
フレームワークセミナー～

11/26(火)

[1]2013/11/26 13:45～16:25(開場13:15) [2]札幌市
エレクトロニクスセンター 2階会議室A,B,C [3]50名 [4]
https://www.sapporo-it-pro.jp/registration/aist/ [5]無

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(
活用塾(4回目)
回目)
[1]2013/11/28 18:30～20:30 [2]正文舎 多目的ホー

11/28(木)

ル [3]6名 [5]¥23,000参加費は4回分の合計 [8]詳細
は、11/14の同名セミナーの2回目(ccid=13110701)参

料 [6]申込締切11/22 17:00 [7]さっぽろ産業振興財団

照。 [ccid]13110701

[8]札幌市の新基幹系情報システム調達に関するセミナ
ー。長沼秀直氏(札幌市)『札幌市の今後の基幹系情報シ

Internet Week 2013

ステムの開発方針』、和泉憲明氏(産総研)『基本設計・開

11/26(火)から11/29(金)まで、東京・秋葉原の富士ソ
フトアキバプラザで。
https://internetweek.jp/

発工程の統合化による生産性向上のポイント』を予定。
[ccid]13112601

札幌ミュンヘン
札幌ミュンヘン市
ミュンヘン市

11/29(金)

11/29(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 。

北海道ベンチャー・スタートアップ
北海道ベンチャー・スタートアップEXPO
ベンチャー・スタートアップEXPO 2013
[1]2013/11/29 15:00～20:00 [2]ホテルさっぽろ芸文
館(旧厚生年金会館) 3階 瑞雪の間 [4] https://jajp.facebook.com/scs.coworking/posts/
565010816898535 [7]札幌コワーキング・サポーターズ
[8]ベンチャー・スタートアップの展示・商談会。

SaCSS vol.
vol.50「
50「50回特別記念
50回特別記念！」
回特別記念！」

[ccid]13112901

[1]2013/11/30 10:00～21:00(開場09:45) [2]札幌市
民ホール 第6会議室 [3]17名 [4] http://
connpass.com/event/3852/ [5]¥2,000 [7]SaCCS [8]日
中は、2〜3名のグループで、出されたテーマに対してCSS3

JavaScript 道場 2013 秋

11/30(土)

のアニメーションを使ったコードを書き、夜の部は発表会。

[1]2013/11/30 12:30～18:30(開場12:00) [2]札幌市
東区民センター 講義室 [3]20名 [4] http://
connpass.com/event/3674/ [5]¥500 [7]Sapporo.js

[ccid]13113001

[8]与えられた「お題」に対して、グループでコードを書いたり

Wiresharkパケット
Wiresharkパケット勉強会
パケット勉強会 in 札幌

修正しあうことで、お互いが持っているノウハウや日頃から抱

[1]2013/11/30 [2]札幌市産業振興センター [3]80名

えている課題を共有したり、解決方法を模索する。

[4] http://atnd.org/event/44593 [7]SECCON実行委員

JavaScriptを書いていて難しいと感じることがある人や、チー

会 [8]「SECCON 2013 北海道大会(CTF札幌予選)」

ム開発が好きな人向け。 [ccid]13113003

(ccid:13120101)併設イベント。園田 道夫氏(SECCON実行
委員会／サイバー大学)『その通信を見てみよう！パケット

知的財産勉強会

マニアックス』やWiresharkパケット・コンテスト品評会、CTF

[1]2013/12/05 18:30～20:00 [2]あさひかわ37 [3]15

過去問体験コーナーを予定。 [ccid]13113002

名 [4] mail : t-kamiyama@bizcafe.jp(札幌ビズカフェ事

SECCON 2013 北海道大会
[1]2013/12/01 10:30～16:00 [2]札幌市産業振興セン

12/01(日)

ター [4] http://atnd.org/event/E0019918 [5]無料
[6]11/25 17:00:00 [7]SECCON実行委員会 [8]情報セ

務局) / http://www.bizcafe.jp/?p=2810 [5]無料 [7]
札幌ビズカフェ [8][8]コワーキングを拠点として活動する
スタートアップ企業経営者や個人事業主、創業予定者を

12/05(木)

対象とした、知的財産の保護や活用に関するセミナー。日

キュリティをテーマに、ファイル解析、フォレンジックス、プロ

時など変更の可能性があるので、申込時、要確認。

グラミング、OS、暗号など多様な問題を解き、チーム戦で得

[ccid]13120501

点を争う情報セキュリティコンテストイベント。

Garage labs Friday Night

[ccid]13120101

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

紙媒体

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

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)

12/06(金)

[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

PDF版
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。
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札幌ミュンヘン
札幌ミュンヘン市
ミュンヘン市 11/29(金)～ 12/24(火・祝)

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)～。
SaCSS Special4
Special4

第33回開発
33回開発オフ
回開発オフ

～最新フロントエンド
最新フロントエンド技術
フロントエンド技術アップデート
技術アップデート特集
アップデート特集

[1]2013/12/07 10:00～17:00(開場09:45) [2]インフィ
ニットループ 会議室 [3]20名 [4] http://
devdo.doorkeeper.jp/events/6888 [5]無料。飲食費は

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

12/07(土)

ター セミナールームA [3]100名 [4] http://sacss.net/

別途各自。 [7]北海道開発オフ [8]要PC持ち込み。無

special04/ [5]¥2,00011/11までは早割\1,500

線LANあり。昼は、みんなでランチにお出かけ。

[7]SaCCS [8]原一成氏『現場で使える！CSS3デザインレ

[ccid]13120703

シピ』、泉水翔吾氏"Brush up your Coding 2013 Winter",
水野隼登氏『速習jQuery +綺麗なコードを書くためのヒン

2013年道民部大忘年会
2013年道民部大忘年会

ト』、 平木聡氏『Kuroi Gamenって何で使うの?』(4名ともにサ

[1]2013/12/07 18:30～21:30 [2]シネマカフェ [3]50

イバーエージェント)によるHTML,CSS,Javascriptのセミナ。

名 [4] http://doumin.doorkeeper.jp/events/6806

[ccid]13120702

[5]¥4,000小学生\500、幼児無料。 [7]Twitter道民部
[8]Twitterユーザとその家族(子連れ可)のための大忘年

札幌C
札幌C++勉強会
++勉強会 #5

会。幼児用食事持ち込み可。Ust、Twitcasting不可。

[1]2013/12/07 [2]クリプトン・フューチャー・メディア 会議

[ccid]13120705

室 [3]20名 [4] http://atnd.org/events/45106
[5]¥500(学生¥300) [7]Sapporo.cpp [8]開発ノウハウや

CoderDojo
[1]2013/12/08 10:30～12:30 [2]あさひかわ37 [4]

C++の動向などを予定。対象は、C++に興味が有る人、

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

C++を書いている人、もしくはこれからC++を書く人など。

1395446067358834 [5]無料 [7]CoderDojo [8]小学

[ccid]13120704

生・中学生・高校生向けプログラミング教室。経験、年齢

EduAppsアプリ
EduAppsアプリ制作
アプリ制作ワークショップ
制作ワークショップ Vol.
Vol.1

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。

～カメラアプリを作
カメラアプリを作ってみよう

12/08(日)

[1]2013/12/08 12:30～14:30 [2]みんなのコワーキン
グきたみ [4] https://www.facebook.com/events/

[ccid]13120802

347508998718046/ [5]¥3,000中高生\1,000、大学

はじめての知的財産
はじめての知的財産ワークショップ
知的財産ワークショップ(
ワークショップ(応用編)
応用編)

生・専門学校生\1,500、親子で受講の場合は、\3,000

[1]2013/12/11 18:30～21:30 [2]札幌ものづくりオフィ

[7]北海道教育ユニット Edu [8]詳細は、10/20に開催さ

ス&カフェSHARE(シェア) [3]15名 [4] mail : t-

れたワークショップ(ccid=13102002)参照。PCを持ち込め

kamiyama@bizcafe.jp(札幌ビズカフェ事務局) / https://

12/11(水)

ない場合は、会場のPCの貸し出しもあり。
[ccid]13120801

www.facebook.com/events/443445695759982/
?ref=5 [5]無料 [7]札幌ビズカフェ [8]コワーキングを拠
点として活動するスタートアップ企業経営者や個人事業

SenchaUG 勉強会 第15回
15回@札幌

主、創業予定者を対象とした、知的財産の保護や活用に

[1]2013/12/13 19:00～21:00 [2]ゼノフィ札幌事業所

関するセミナー。「３Ｄプリンター関連ビジネスと知的財産・

セミナールーム [3]30名 [4] http://atnd.org/events/

契約書の読み方のコツ」。講師は、杉山央氏。

44960 [5]無料 [7]Japan Sencha User Group

12/13(金)

[ccid]13121101

[8]JavaScriptフレームワークの一つであるSehchaの勉強
会。「SenchaLearningPlace 〜基本メソッド〜」「Siestaを使

SaCSS WordBench Sapporo,
Sapporo,Late2013
Late2013

ったUIテスト」"Sencha Architect"などの技術的なトピックの

[1]2013/12/14 18:00～21:00(開場17:40) [2]札幌市

他、「Bryntum社のExt Schedulerの紹介」などの実用例紹

民ホール 第2会議室 [3]60名 [4] http://sacss.net/

介も行う。 [ccid]13121301

special05 [5]¥2,000 [7]SaCCS [8]岡本渉氏(デジタル

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

キューブ)『WordPress 運用での自動化とかサーバ側ででき
る高速化とか』、田中広将氏『WordPress を取り巻くセキュ
リティー設計』、大曲仁氏(WordBench,WordPress 日本語
フォーラム世話役)『WordPressの表示ロジックを理解する
Extends』を予定。[ccid]13121401

ジャニーズ系イベント@札幌ドーム

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 [4] http://clr-h.jp [7]CLR/H [8]『エンジニアにもっと
推され隊 ～SC 2012 R2 DPM について語るんだゼーッ
ト!! 』『あたしがお風呂に入ってる間に、無償の Hyper-V
Server 2012 R2 を速攻セットアップしといてね」というニー
ズに応えるには』『ジニアス・デモンストレーションズ - Winter
Collection -』などを予定。 [ccid]13121402
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札幌ミュンヘン
札幌ミュンヘン市
ミュンヘン市 11/29(金)～ 12/24(火・祝)
札幌ビズカフェ
札幌ビズカフェ知財
ビズカフェ知財セミナー
知財セミナー
[1]2013/12/16 [2]コワーキングスペース.Pro+Mo.プロモ
[3]15名 [4] mail : t-kamiyama@bizcafe.jp(札幌ビズカフェ
事務局) / http://wwコワーキングを拠点として活動するス
タートアップ企業経営者や個人事業主、創業予定者を対象
とした、知的財産の保護や活用に関するセミナー。
[ccid]13121601

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)～。

12/16(月)
12/07(土)

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#20
[1]2013/12/18 19:00～21:00 [4] http://
hokkaido.pm.org/ [7]Hokkaido.pm [ccid]13121801

GlobalGameJam
SaCSS vol.
vol.51
[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

01/25(土)

[8]SaCSS5回目のLT大会。 [ccid]14012501

Developers Summit 2014

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

01/24～01/25。全世界で63 ヶ国、321会場、16000
人以上の開発者が参加する、分散型世界最大級のゲー
ム開発イベント。国内会場は、現時点では、福島(国際ア
ート＆デザイン専門学校)、長岡(長岡技術科学大学)、
熊本(アルファ・システム本社)の3か所で開催予定。
http://globalgamejam.org

02/01(土)

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

02/13～02/14。技術者コミュニティやITベンダーなどと
ともに毎年冬に開催されている、開発・運用などの技術を
集めたIT技術カンファレンス。スタッフ、公募スピーカー、
スポンサー(企業/個人)募集中。参加登録開始は、12
月中旬を予定。 主催は、翔泳社/Developers Summit
運営事務局。
http://event.shoeisha.jp/devsumi/20140213/

ンターネット) [ccid]14020101

北のＩＴシーズフェア
ＩＴシーズフェア２０１４
シーズフェア２０１４
さっぽろ雪
さっぽろ雪まつり
02/05(火)～ 02/11(月・祝)。http://
www.snowfes.com 。

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

02/20(木)

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」

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。
「紙媒体に書かれているURLを入力するのは大変」というご意見が多かったの
で、試しにショートURLを作ってみました。各イベント情報の最後に付加した
ccid(8桁の数字)を指定することで、イベントの申込みページや会場マップなどに

開催も予定。[ccid]14022001

第7回札幌クラウドセミナー
回札幌クラウドセミナー
[1]2014/02/20 [2]ロイトン札幌 [7]さっぽろ産業振興財
団 [ccid]14022002

リダイレクトします。現在、試験運用をしています。みなさまのご意見、ご感想を
お待ちしております。
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。

大規模イベント
大規模イベント情報
イベント情報の
情報の掲載をはじめました
掲載をはじめました
イベント開催者向けの情報として、特に宿泊施設の不足、交通費の高

: 'A'もしくは'a' : 会場地図のページにリダイレクト。

騰、講師招へいや集客に影響が出そうな大規模イベント情報の掲載を

: 'P'もしくは'p' : 開催場所のページにリダイレクト。

始めました。今回は、札幌市内と首都圏の情報のみ掲載しています

: '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。

が、今後、道内各地域を中心に情報を掲載していく予定です。みなさま

: 'I'もしくは'i' : EventClipに掲載された情報を表示。

からの情報の提供をお待ちしています。

イベントを開催
イベントを開催される
開催される方
される方へ
勉強会、セミナーなどイベントを開催予定の方からの情報提供をお待ち

利用例 :

o 「風船宇宙撮影」の申込ページを表示する
... http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=13111901

o 「風船宇宙撮影」の会場地図を表示する
.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=13111901a

o EventClipに掲載された「風船宇宙撮影」の情報を表示する
.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=13111901i

しております。ただ、紙面に限りがありますので、すべての情報を掲載す
ることはお約束できませんが、ご了承ください。情報は、cc[あっ
と]mucleus.jpにメールでお知らせいただくか、http://cc.mucleus.jp のフ
ォームでお知らせください。
また、イベントクリップを紹介いただけるイベントも募集しております。30
部以上配布いただける場合は、印刷版をお届けすることも可能ですの
で、メール、もしくはフォームでお問い合わせください。
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○ 開催場所住所
開催場所

住所/map
札幌市⽩⽯区流通センター4丁目

アクセスサッポロ

[map]http://www.axes.or.jp/map.html
旭川市3条通7丁目 セブンビル2F

あさひかわ37

[map]http://www.asahikawa37.com/access.html

インフィニットループ 会議室
札幌市エレクトロニクスセンター

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/
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
[map]http://www.sec.or.jp/elecen/access.html
東京都目⿊区下目⿊1-8-1

目⿊雅叙園

[map]https://www.megurogajoen.co.jp/access

北海道上川合同庁舎

旭川市永山6条１９丁目
[map]http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/chosha/
札幌市中央区北3条⻄14丁目2-2

Garage labs

[map]http://garage-labs.jp/?page_id=20

クリプトン・フューチャー・メディア
ホテルさっぽろ芸⽂館(旧厚⽣年⾦会館)
CoCoDe(旭川市市⺠活動交流センター)

札幌市中央区北3条⻄4丁目1-1 ⽇本⽣命札幌ビル11F
[map]http://www.crypton.co.jp/cfm/aboutus.html
札幌市中央区北1条⻄12丁目
[map]http://www.sapporo-geibun.jp/accessmap.html
旭川市宮前通東
[map]http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/shiminkatsudo/shiminkatsudo/kouryuucenter/#access

札幌市豊平区羊ケ丘1

札幌ドーム

[map]http://www.sapporo-dome.co.jp/access/

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
札幌市中央区南2条⻄2丁目 富樫ビルB1

シネマカフェ

[map]http://cinemacafe.ninja-x.jp/ACCESS.html
札幌市中央区北1条⻄1丁目

札幌市⺠ホール

[map]http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html

正⽂舎 多目的ホール
ゼノフィ札幌事業所

札幌市⽩⽯区菊水2条1丁目4-27
[map]http://www.websuccess.jp/company/info.html
札幌市中央区⼤通⻄1丁目14番地2 桂和⼤通ビル50 2階3号
[map]http://www.xenophy.com/about#map_canvas02
札幌市中央区北3条⻄1丁目2-9

札幌全⽇空ホテル

[map]http://www.anahotel-sapporo.co.jp/access/

札幌⼤通コワーキング ドリノキ
札幌市東区⺠センター
コワーキングスペース.Pro+Mo.プロモ
マイクロソフト 北海道⽀店セミナールーム
みんなのコワーキングきたみ
リコーITソリューションズ 札幌事業所

札幌市中央区南1条⻄4丁目 ⽇之出ビル9階
[map]http://sapporo-odori.jp/dorinoki/about/#access_area
札幌市東区北11条東7丁目1-1
[map]http://www.higashi-kumin.jp/pc_web/right4.html
帯広市⻄2条10丁目10番地
[map]https://www.facebook.com/ProMoCowarking/app_127273864018656
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
北⾒市中央三輪5丁目423番地5 北⾒メッセ2F
[map]http://kitami-coworking.com/access/
札幌市北区北7条⻄4丁目12番地 ニッセイMKビル 5F
[map]http://www.jrits.co.jp/about/access/sapporo.html
札幌市中央区北1条⻄11丁目

ロイトン札幌

[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。)
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