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『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。

Scrum Boot Camp The Book Scrum Boot Camp The Book Scrum Boot Camp The Book Scrum Boot Camp The Book 読書会読書会読書会読書会    in in in in 札幌札幌札幌札幌

[1]2013/12/11 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://

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/7400 [5]無料  [7]ア

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

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

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

い。 [ccid]13121101

ITproActiveITproActiveITproActiveITproActiveセミナーセミナーセミナーセミナー「「「「クラウドクラウドクラウドクラウドOSOSOSOSがががが拓拓拓拓くくくく世界世界世界世界

～～～～ビジネスにビジネスにビジネスにビジネスに柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性とととと迅速迅速迅速迅速さをもたらすさをもたらすさをもたらすさをもたらすITITITIT基盤基盤基盤基盤のありのありのありのあり方方方方～」～」～」～」

[1]2013/12/11 13:00～17:55(開場12:30) [2]札幌グ

ランドホテル 玉葉の間 [3]80名 [4] https://

adregist.nikkeibp.co.jp/2013w/1211cloud-s.html [5]無

料 [6]要事前登録 [7]ITproActive/日経BP [8]金谷 敏

尊氏(アイ・ティ・アール)、岡本 剛和氏(マイクロソフト)、松

原 圭介氏(インテル)、星野 友彦氏(日経BP社)によるパネ

ル、井上 章氏(マイクロソフト)『クラウドへの不安を払しょ

く！今日から使えるWindows Azure』、上田 健氏(マイクロ

ソフト)『低コストな超高速DB×Excelで誰でもデータサイエ

ンティストになれるPowerBI』高添 修 氏(マイクロソフト)『実

践！クラウドOS 』による講演を予定。 [ccid]13121102

ニコニコニコニコニコニコニコニコ技術部技術部技術部技術部＠＠＠＠札幌勉強会札幌勉強会札幌勉強会札幌勉強会

[1]2013/12/13 18:00～21:00 [2]札幌ものづくりオフィス

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

events/45318 [5]当日カンパ制  [7]NT札幌実行委員会 

[8]ニコニコ動画で自分の発明や工作を発表する人達の大

規模イベントNT(ニコニコ技術部)札幌開催に向けた、初の

オフラインミーティング。参加者によるトーク、発表、デモなど

を予定。 [ccid]13121302

はじめてのはじめてのはじめてのはじめての知的財産知的財産知的財産知的財産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

〜〜〜〜キャラクタービジネスからキャラクタービジネスからキャラクタービジネスからキャラクタービジネスから学学学学ぶぶぶぶ知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権とととと特許権特許権特許権特許権((((応用編応用編応用編応用編))))

[1]2013/12/11 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-

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

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

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。「３Ｄプリンター関連ビジネスと知的財産・

契約書の読み方のコツ」。講師は、杉山央氏。 

[ccid]13121101

SenchaUG SenchaUG SenchaUG SenchaUG 勉強会勉強会勉強会勉強会    第第第第15151515回回回回@@@@札幌札幌札幌札幌

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

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

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

[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

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

他、「Bryntum社のExt Schedulerの紹介」などの実用例紹

介も行う。 [ccid]13121301

Garage labs営業終了

[[[[12121212////13131313] ] ] ] Garage labsGarage labsGarage labsGarage labs営業終了営業終了営業終了営業終了

　Garage labsは、「インターネットを利用したビジネスで、北海道に雇用を生み出す

グローバル企業の創出する」という目的で、札幌のコワーキングスペースの先駆けと

して2011年11月18日にオープンしました。以降、2年間余りにわたり、Garage labs

の赤沼さまをはじめとするスタッフのみなさま、および運営会社である24-7のご支

援により多くのイベントが開催され、コミュニティや人のつながり、そして多くの想い出

を作り出してきたことは、皆様ご存知のことと思います。残念なことに、このたび、運

営委会社の24-7の方針により、12月13日をもって営業を終えることになりました。

　Garage labs関係者の皆様をはじめ、Garage labsを支えてこられた方々のご尽力

に対し深く感謝申し上げますとともに、今後の益々のご発展をご祈念申し上げます。

　なお、閉鎖についての公式リリースは、 http://garage-labs.jp/?p=1735 でご覧

いただけます。

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 13:00～18:20(開場12:30) [2]マイクロ

ソフト 北海道支店セミナールーム [3]40名 [4] http://

clrhatnd.herokuapp.com/ [5]¥500  [7]CLR/H [8]ジニア

ス平井氏『ジニアス・デモンストレーションズ - Winter 

Collection -』、Alice 2013氏『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』、焦げノフ氏『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!! 』、ねり氏『カソウ可なので UI の仮想化の基本を話

してみる 』、上本 亮介氏『Dynamics CRM Online をはじめよ

う 』を予定。 [ccid]13121402

SaCSS WordBench SapporoSaCSS WordBench SapporoSaCSS WordBench SapporoSaCSS WordBench Sapporo,,,,LateLateLateLate2013201320132013

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

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

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

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

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)～。

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    11/29(金)～ 12/24(火・祝)

12/11(水)

12/13(金)

12/14(土)
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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]2013/12/18 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階 

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

222216557955481/ [5]¥500  [7]北海道の楽しい100

人 [8]登壇者は、『札幌人図鑑』の福津京子氏、おたる水

族館の神前 和人氏、アウトドアスポーツ初心者対象の「野

遊びサポート」を行っている残間正之氏、石屋製菓の石水

創氏を予定。 [ccid]13121803

Kanban Lean Start DashKanban Lean Start DashKanban Lean Start DashKanban Lean Start Dash!!!!

[1]2013/12/18 19:00～21:00 [2]札幌市東区民センタ

ー 集会室ヤング [3]50名 [4] http://

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/7165 [5]¥1,000  

[7]アジャイル札幌 [8]日本で始まり、海外でまとめられて逆

輸入された「カンバン」と「リーン」を、『リーン開発の現場』の

訳者である市谷聡啓氏、藤原大氏、角谷信太郎氏の3名

が、その概要から実践、現場での活用事例を紹介。さらに

明日からの現場改善のヒントを参加者と検討する。 

[ccid]13121802

TeamGeek TeamGeek TeamGeek TeamGeek 読書会読書会読書会読書会@@@@札幌札幌札幌札幌    ----2222

～～～～私達私達私達私達のののの「「「「チームチームチームチーム」」」」についてについてについてについて考考考考えるえるえるえる

[1]2013/12/16 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://connpass.com/

event/4299/ [5]無料  [7]TeamGeek 読書会@札幌 

[8]Brian W. Fitzpatrick、Ben Collins-Sussman両氏の著書

である"Team Geek"の読み合わせを行いながら、「チーム」

について、参加者全員で考える。今回は、1章の「5 三本

柱」 から1章終わりまでを予定。書籍持参のこと。今後、毎

月第4水曜日に開催予定。 [ccid]13121603

ITITITITウーマンズ・フォーラムウーマンズ・フォーラムウーマンズ・フォーラムウーマンズ・フォーラム    in HOKKAIDOin HOKKAIDOin HOKKAIDOin HOKKAIDO

[1]2013/12/17 18:30～20:00 [2]札幌エルプラザ 4階 

大研修室 [3]80名 [4] mail : info@bizcafe.jp , Fax : 

011-700-5001(ともに札幌ビズカフェ事務局) / http://

www.hkd.meti.go.jp/hokim/20131119/ [5]無料 

[6]41621 [7]札幌ビズカフェ [8]ITに関心のある女性、IT企

業経営者等を対象とした、IT分野における女性の起業、雇

用拡大に関するフォーラム。吉谷 愛氏(フロイデ)による基

調講演と、朝倉由紀子氏(SOC)、菅原亜都子氏(札幌市男

女共同参画センター)、中村恵美氏(ゲームドゥ)、吉谷愛氏

(フロイデ)、福津京子氏(札幌人図鑑)によるパネルディスカ

ッションを予定。 [ccid]13121701

OhotechOhotechOhotechOhotech並盛並盛並盛並盛####12121212

[1]2013/12/15 14:00～16:00 [2]みんなのコワーキング

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

430611510395706/ [5]¥500  [7]Ohotech [8]前回設

計したデザインをもとに、素材作りとHTMLのコーディングを体

験する。PCの持ち込みは必須ではないけれど、あると良い。 

[ccid]13121501

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####20202020

[1]2013/12/18 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/46275 

[5]¥300  [7]Hokkaido.pm [8]前回の「準備編」に引き続き

「Perlでテスト〜実践編〜」。自己紹介LTあり。 

[ccid]13121801

北海道北海道北海道北海道スマートアグリスマートアグリスマートアグリスマートアグリ研究会研究会研究会研究会

[1]2013/12/16 14:00～16:00 [2]北農健保会館 [3]20

名 [4] mail : itcf@hicta.or.jp , tel : 011-590-1380(ともに

北海道ＩＴ推進協会) / http://www.hicta.or.jp/hotnews/

img/upimg/00500/598_1.doc  [6]41619 [7]北海道ＩＴ

推進協会 [8]農業生産者、道内ＩＴ企業、大学や試験研究

機関等による農業分野でのIT利活用促進による新事業創

出を検討する勉強会。 [ccid]13121602

札幌札幌札幌札幌ビズカフェビズカフェビズカフェビズカフェ知財知財知財知財セミナーセミナーセミナーセミナー

[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

ロボットづくりロボットづくりロボットづくりロボットづくり体験会体験会体験会体験会

[1]2013/12/22 10:00～15:00 [2]札幌地下歩行空間 

駅側イベント広場  [4] 当日直接会場へ / http://

hokkaido-robot.com/?page_id=317 [5]無料  [7]北海道

ロボット教育推進協議会 [8]2013年度のWRO札幌大会の

様子を撮影したビデオの上映、コースのデモ、小学生向けロ

ボット体験会など。 [ccid]13122201

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
11/29(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 。

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)～。

サンナナサンナナサンナナサンナナ1111周年記念感謝周年記念感謝周年記念感謝周年記念感謝パーティパーティパーティパーティ第一部第一部第一部第一部

((((CoderDojoCoderDojoCoderDojoCoderDojoコラボコラボコラボコラボ))))

[1]2013/12/22 10:00～12:00 [2]あさひかわ37 [4] 

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

354953137982099/ [5]無料 [7]CoderDojo [8]「未来を

考える」と題してCoderDojoがお手伝いするサンナナ1周年

記念パーティの第一部。プログラミング無料体験を予定。 

[ccid]13122202

PythonPythonPythonPythonハンズオンハンズオンハンズオンハンズオン勉強会勉強会勉強会勉強会

：：：：SphinxSphinxSphinxSphinxでででで学学学学ぶドキュメントぶドキュメントぶドキュメントぶドキュメント作成方法作成方法作成方法作成方法

[[1]2013/12/21 13:00～17:00 [2]CoCoDe(旭川市市

民活動交流センター) [3]12名 [4] http://connpass.com/

event/4277/ [5]\500程度 [7]旭川Python勉強会 [8]ハ

ンズオン形式で、Sphinxでドキュメント構築方法を中心に学

習する。講師は、planset氏。 [ccid]13122102

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 [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

12/16(月)

12/18(水)

12/22(日)

12/17(火)

12/15(日)

12/16(月)

12/21(土)
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GlobalGlobalGlobalGlobal    GameGameGameGame    Jam Sapporo Jam Sapporo Jam Sapporo Jam Sapporo 2014201420142014

[1]2014/01/24 17:30～ 01/26 21:00 [2]池上学院グ

ローバルアカデミー専門学校 [3]100名 [4] http://

kawaz.doorkeeper.jp/events/7291 [5]無料  [7]札幌ゲ

ーム制作者コミュニティ [8]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の札幌会場。国内会場は、現時点で

は、札幌の他、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。 [ccid]14012401

札幌市中央区札幌市中央区札幌市中央区札幌市中央区RubyRubyRubyRuby会議会議会議会議01010101

[1]2014/02/08 13:00～18:00 [2]かでる2・7 [3]40名 

[4] http://bit.ly/chuork01 [5]¥1,000  [7]札幌市中央区

Ruby会議 [8]Regional Ruby会議のひとつ。佐藤竜之介氏

(えにしテック)『Rails あるある(仮)』、ヽ（´・肉・｀）ノ氏(Ruby札

幌)『ひでお(仮)』、浦嶌 啓太氏『なるはや Ruby on Rails」、

小玉直樹氏(トラスティア)『趣味プロダクト開発で楽しいコード

ライフワークを送る』、横山昌史氏(Ruby-GNOME2 Project 

Team他)『高架下のRuby』、梅本祥平氏『Ruby in Project-

Based Learning』、 前田智樹氏(演題未定)などの講演の

他、LTを予定。  [ccid]14020801

せきゅぽろせきゅぽろせきゅぽろせきゅぽろ    ナイトセミナーナイトセミナーナイトセミナーナイトセミナー

[1]2014/01/29 19:00～21:00 [2]インフィニットループ 

会議室 [3]25名 [4] http://secpolo.techtalk.jp/   [7]せ

きゅぽろ [8]講師は、長谷川長一氏(ラック)。 

[ccid]14012901

ロボットづくりロボットづくりロボットづくりロボットづくり講習会講習会講習会講習会    そのそのそのその2 2 2 2 ～～～～レゴロボットをレゴロボットをレゴロボットをレゴロボットを作作作作ろうろうろうろう～～～～

[1]2014/01/11～01/13 10:00～12:00(小4～6初心

者), 13:00～14:00(小1～3), 14:30～16:30(中・上級者) 

[2]ちえりあ(札幌市生涯学習センター) ２階　中研修室２  

[4] http://hokkaido-robot.com/?page_id=317  

[5]¥7,000費用には、3日間の運営費、保険料、教材費

(\2,000)を含む [6]41632 [7]北海道ロボット教育推進協

議会 [8]Lego MindStormを使って、ロボットを作る。筆記用

具必要。中・上級者コースは、チーム参加可能。 

[ccid]14011101

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 。 

IPvIPvIPvIPv6 6 6 6 Summit in SAPPORO Summit in SAPPORO Summit in SAPPORO Summit in SAPPORO 2014201420142014

[1]2014/02/01 [2]ちえりあ(札幌市生涯学習センター) 

講堂 [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(水)～ 02/11(火・祝)。
http://www.snowfes.com 。 

Developers Summit Developers Summit Developers Summit Developers Summit 2014201420142014
02/13(木)～02/14(金) @ 目黒雅叙園
http://event.shoeisha.jp/devsumi/20140213/

札幌札幌札幌札幌モーターショーモーターショーモーターショーモーターショー
02/14(金)～ 02/16(日) @札幌ドーム
http://sapporomotorshow.jp/

ロボットづくりロボットづくりロボットづくりロボットづくり講習会講習会講習会講習会    そのそのそのその1111

～～～～つくってつくってつくってつくって、、、、あそぼうあそぼうあそぼうあそぼう！！！！マイコンレーサーマイコンレーサーマイコンレーサーマイコンレーサー～～～～

[1]2013/12/28 10:00～15:00 [2]ちえりあ(札幌市生涯

学習センター) ２階　中研修室２  [4] http://hokkaido-

robot.com/?page_id=447 [5]¥5,500費用には、運営費、

保険料、教材費(\3,500)を含む [6]41621 [7]北海道ロボ

ット教育推進協議会 [8]小学校4～6年生対象。ライントレ

ースするマイコンレーサーの組み立てからプログラミングまで

を体験する。完成したマイコンレーサーは、持ち帰り可。筆

記用具必要。 [ccid]13122801

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pmpmpmpm####11111111

[1]2013/12/28 13:30～17:00 [2]札幌エルプラザ 研修

室2 [3]24名 [4] http://atnd.org/events/45823 [5]会

場代割り勘(社会人\500程度)  [7]Hokkaido.pm [8]今年

書いたコード、ライブラリ、プロダクトを自慢する「今年書いた

Perlのコード」がテーマ。スピーカー、LT募集中。 

[ccid]13122802

第第第第5555回回回回    LOCALLOCALLOCALLOCAL学生部総大会学生部総大会学生部総大会学生部総大会

[1]2013/12/28 13:00～12/29 18:00 [2]インフィニット

ループ 会議室 [4] http://connpass.com/event/4069/ 

[5]早退回のみの参加は無料。懇親会は\3,000。宿泊(札

幌ハウスユースホステル)は\3,000。 [7]LOCAL 学生部 

[8]LOCAL学生部主催の1泊2日のハッカソン+発表会。ハ

ッカソンのテーマは「イベント支援系システム」で、2日目16

時からは、成果発表を行う。1日目夜は、宿泊施設内で「各

地の取り組み、研究発表等について」の発表会も開催され

る。LOCALメンバー以外の参加も可。 [ccid]13122803 

掲載情報掲載情報掲載情報掲載情報についてについてについてについて

　掲載情報の正確さには、細心の注意を払っておりますが、

確認ミスや入力ミスによるまちがい、および発行後の変更の

可能性があります。参加前には、イベント告知ページなどで、

最新情報をご確認ください

01/29(水)

02/08(土)

01/11(土)

01/24(金)

01/12(日)

01/13(月・祝)

01/25(土)

01/26(日)

02/01(土)

12/28(土)

12/29(日)

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)
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○ 開催場所情報

� 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。詳細は、webページをご覧ください。

� 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。)

� 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)

イベントクリップ
webサイト

開催場所 住所/map

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

池上学院グローバルアカデミー専門学校
札幌市豊平区豊平6条6丁目5-1
 [map]http://www.iga.ac.jp/page/map.html

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

札幌グランドホテル
札幌市中央区北1条⻄4丁目
 [map]http://www.grand1934.com/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

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

ゼノフィ札幌事業所
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

ちえりあ(札幌市生涯学習センター)
札幌市⻄区宮の沢1条1丁目1-10
 [map]http://chieria.slp.or.jp/center_info/access.htm

札幌地下歩⾏空間
札幌駅前通り地下
 [url]http://www.sapporo-chikamichi.jp/

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

コワーキングスペース.Pro+Mo.プロモ
帯広市⻄2条10丁目10番地
 

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

みんなのコワーキングきたみ
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/

リコーITソリューションズ 札幌事業所
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

CSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPORO, , , , VolVolVolVol....12121212

「「「「新春新春新春新春ライトニングトークライトニングトークライトニングトークライトニングトーク大会大会大会大会    2014201420142014」」」」
　2014/01/11 16:00～19:00@韓国文化会館 大会議室
　http://cssnite-sapporo.jp/vol12/

せきゅぽろせきゅぽろせきゅぽろせきゅぽろ    　2014/03(日程未定)

Open Source Conference Open Source Conference Open Source Conference Open Source Conference 2014 2014 2014 2014 HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido
　2014/06/13(金)～06/14(土) @ 札幌産業振興センタ

ロボット・トライアスロンロボット・トライアスロンロボット・トライアスロンロボット・トライアスロン
　2014/09/13(土) @北海道大学札幌キャンパス
　http://www.robot-triathlon.org

未確認/未確定情報SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....51515151

[1]2014/03/01 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]14030101

03/01(土)

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....52525252LTLTLTLT

[1]2014/03/29 18:00～21:00 [2]札幌市民ホール 第3

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

[ccid]14032901

03/29(土)


