
イベントクリップ(2014/01/14～2014/06/14) 2014/01/13

#140113-P01 | 発⾏⽇ : 2014年01月13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』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。

01/14(火)

01/15(水)

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####08080808

[1]2014/01/14 19:00～21:00 [2]インフィニットループ 

会議室 [3]25名 [4] http://atnd.org/events/46442 

[5]¥500 [7]せきゅぽろ [8]テーマは「スマートフォンのセキ

ュリティ」。開発者が気をつける点や、新しいセキュリティ機

能など。講師は、竹森 敬祐氏(KDDI研究所)。 

[ccid]14011401

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3333

[1]2014/01/15 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/7992 [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。P41の「実践編」から。 [ccid]14011501

01/17(金)

HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO アイデアソンアイデアソンアイデアソンアイデアソン＆＆＆＆ハッカソンハッカソンハッカソンハッカソン2014201420142014セミナーセミナーセミナーセミナー

[1]2014/01/17 19:00～21:00 [2]ICC Cross×Garden 

[3]50名 [4] mail : kensyu@deos.co.jp (申込フォームは

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

hokkaido-ideasonhackersonseminer_msheet.doc ) / 

http://www.deos.co.jp/event/120620.html [5]無料 [7]

北海道ソフトウェア技術開発機構 [8]01/18と02/01に開

催される『HOKKAIDO アイデアソン＆ハッカソン2014』のプ

レイベント。「アイデアを形に」を実践しているゲストによる講

演などを予定。講師は、和田裕介氏(ワディット、オモロキ)、

中村涼氏(クックパッド)、設樂洋爾氏(えにしテック)。司会と

進行は、大和田純氏(Blabo)、島田浩二氏(えにしテック)。 

[ccid]14011701

01/18(土)

HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO アイデアソンアイデアソンアイデアソンアイデアソン＆＆＆＆ハッカソンハッカソンハッカソンハッカソン2014201420142014

((((1111日目日目日目日目))))

[1]2014/01/18 11:00～18:30 [2]ICC Cross×Garden 

[3]25名 [4] mail : kensyu@deos.co.jp (申込フォームは

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

hokkaido-ideasonhackerson_msheet_0.doc ) / http://

www.deos.co.jp/event/120621.html [5]無料 [7]北海道

ソフトウェア技術開発機構 [8]テーマは、「1タップ(クリック)

以内で価値が生まれるもの」。参加チームごとに、アイディア

出し～開発～デモンストレーションという一連の流れを繰り

返しながら、「小さいけれど動作する」プロダクトを洗練させる

開発スタイルを体験する。「アイデアを形にしていけるように

なりたいチーム」や「アイデアを形にしていく場に立ち会いた

い人」向け。参加者のアシストに4名のチュータが付く。司会

進行は、島田浩二氏(えにしテック)と大和田純氏(Blabo)。

チームでの参加を推奨(個人参加も可)。オブザーバー参加

(個人)も可。要事前申し込み。 [ccid]14011801

AWSAWSAWSAWSハンズオンセミナーハンズオンセミナーハンズオンセミナーハンズオンセミナー札幌札幌札幌札幌

[1]2014/01/18 13:30～17:00 [2]ACU 12階 1212 

[3]40名 [4] http://atnd.org/events/46362 [5]無料 

[7]スカイアーク [8]AWSの管理画面を利用して、Webサー

ビスの起動からサイトの構築までをハンズオン形式で体験す

る。講師は、堀内康弘氏(アマゾン データ サービス ジャパ

ン)。 [ccid]14011802

日曜日日曜日日曜日日曜日CoderDojoCoderDojoCoderDojoCoderDojoセッションセッションセッションセッション

[1]2014/01/19 10:30～12:20 [2]あさひかわ37 [4] 

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

712083772137076 [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]14011902

01/19(日)

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)～。

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。

iPhone Dev SapiPhone Dev SapiPhone Dev SapiPhone Dev Sap勉強会勉強会勉強会勉強会    JanJanJanJan, , , , 2014201420142014

[1]2014/01/18 13:00～17:00 [2]札幌市産業振興セン

ター セミナールーム1 [3]60名 [4] http://

www.zusaar.com/event/2947010 [5]参加費は、会場

費。最大\500。 [7]iPhone Dev Sap [8]要iOS実機+Xcode

インストール済み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]14011803

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。
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TDDBC in TDDBC in TDDBC in TDDBC in 旭川旭川旭川旭川

[1]2014/02/01 11:00～18:00 [2]CoCoDe(旭川市市民

活動交流センター) [4] http://tddbc.doorkeeper.jp/

events/8208 [5]¥2,000 [7]ゆるい勉強会 [8]TDD初心者

を対象とした勉強会。ユニットテストの基礎とTDD入門を

PythonとJavaで行う。講師は、shuji_w6e氏。 

[ccid]14020102

HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO アイデアソンアイデアソンアイデアソンアイデアソン＆＆＆＆ハッカソンハッカソンハッカソンハッカソン2014201420142014((((2222日目日目日目日目))))

[1]2014/02/01 11:00～18:30 [2]ICC Cross×Garden 

[3]25名 [4] mail : kensyu@deos.co.jp (申込フォームは

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

hokkaido-ideasonhackerson_msheet_0.doc ) / http://

www.deos.co.jp/event/120621.html [5]無料 [7]北海道

ソフトウェア技術開発機構 [8]01/18の同名イベント

(ccid=14011801)の2日目。 [ccid]14011801

TeamGeek TeamGeek TeamGeek TeamGeek 読書会読書会読書会読書会@@@@札幌札幌札幌札幌    ----3333

～～～～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]2014/01/29 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/4511/ [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、2章「素晴らしい

チーム文化を作る」の 「2-1 文化とは何か」から「2-5 ハイ

レベルの同期」までを予定。書籍持参のこと。毎月1回水曜

日に開催予定。 [ccid]14012902

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)～。

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####09090909

[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://atnd.org/events/46445 

[5]¥500 [7]せきゅぽろ [8]テーマは、「ソーシャルメディア

のセキュリティ」。講師は、長谷川長一氏(ラック)。 

[ccid]14012901

01/29(水)

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

[1]2014/02/01 09:55～16:30(開場09:30) [2]ちえりあ

(札幌市生涯学習センター) 講堂 [3]200名 [4] https://

www.iajapan.org/ipv6/summit/cgi-bin/

r_sapporo2014.cgi [5]無料 [6]01/30 17:00締切 [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。田中邦裕氏(さくらインターネット)による基調講演の

他、「DNSホットトピック」(スピーカー調整中)、「IPv6サービ

スの現状」(川村大輔氏,NTT東)、「ISOCの紹介」(三谷久

美氏,ISOC-JP)、および、中村修氏(慶応義塾大学)をコー

ディネータとして印南鉄也氏(シスコシステムズ)、高宮紀

明氏(NTTソフトウェア)、新善文氏(アラクサラネットワーク

ス)、藤崎智宏氏(IAJapan)他によるパネルディスカッション

を予定。 [ccid]14020101

02/01(土)

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

01/24(金)

01/25(土)

01/26(日)

SECCON SECCON SECCON SECCON 2013 2013 2013 2013 CTF CTF CTF CTF オンラインオンラインオンラインオンライン予選予選予選予選

[1]2014/01/25 12:00～01/26 12:00 [4] http://

2013.seccon.jp/online-quals2013.html [5]無料 

[6]01/24 12:00締切 [7]SECCON実行委員会 

[8]14/01/25 12:00～01/26 12:00(24時間)の間に、ネ

ットワーク経由でCTFを行う。出題数は25問。上位10チーム

は、全国大会の出場権を得る。事前申し込み必須。 

[ccid]14012502

GitGitGitGit勉強会勉強会勉強会勉強会@@@@旭川旭川旭川旭川    ####2222

[1]2014/01/20 19:00～21:00 [2]CoCoDe(旭川市市民

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

event/4587/ [5]人数により50円〜200円（18歳以下の

学生無料） [7]Git勉強会@旭川 [8]日本語版Pro Git( 

http://git-scm.com/book/ja )のハンズオンシリーズの２回

目。前回の復習、Chapter3のハンズオン他を予定。 

[ccid]14012001

01/20(月)

CLRCLRCLRCLR////H H H H Infragistics User Group ContestInfragistics User Group ContestInfragistics User Group ContestInfragistics User Group Contest優勝優勝優勝優勝!!!!

米国Infragistics社が全世界を対象として行った2013年の

Infragistics User Group Contestの優勝者として、CLR/Hが選

ばれました。このコンテストは、Infragistics社、および各国の子

会社(日本は、インフラジスティックス・ジャパン)の従業員が登

壇したコミュニティイベントで撮影された写真の中で、「もっとも

面白いもの」を選ぶものです。CLR/Hは、12月に開催されたカ

ソウカデイの集合写真で選出されました。詳細は、http://

goo.gl/YZZXyg をご覧ください。受賞おめでとうございます。

NEWS
リーンスタートアップセミナーリーンスタートアップセミナーリーンスタートアップセミナーリーンスタートアップセミナー2014 2014 2014 2014 in in in in 函館函館函館函館

[1]2014/02/01 14:00～18:00(開場13:30) [2]ラビスタ

函館ベイ [3]30名 [4] http://kokucheese.com/event/

index/136831/ [5]無料 [7]北海道ソフトウェア技術開発

機構 [8]川添真智子氏(ユニバーサルファシリテーション

ズ)『「PMBOKプロジェクト憲章」～プロジェクトのスタートに必

要なコト～』、和波俊久氏（Lean Startup Japan)『不確か

な状況における新規サービス開発組織論、リーンスタート

アップの概要と実践』を予定。 [ccid]14020103
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International Open Data DayInternational Open Data DayInternational Open Data DayInternational Open Data Day

[1]2014/02/22 [4] http://odhd14.okfn.jp/ [8]世界各

国で同日開催される、国や自治体のオープンデータ政策を

促進するイベント。公共データを用いたアプリケーションの開

発やデータの発掘、公開、可視化、分析などを行う。道内で

は、旭川での開催(本誌発行時点)が予定されている。 

[ccid]14022201

情報情報情報情報セキュリティサポーターセキュリティサポーターセキュリティサポーターセキュリティサポーター育成講座育成講座育成講座育成講座

[1]2014/02/15 10:00～15:30 [2]Wallレンタルスペース 

セミナールーム [3]40名 [4] http://kokucheese.com/

event/index/136080/ [5]無料 [6]02/13 18:00締切 

[7]SPREAD（セキュリティ対策推進協議会) [8]パソコンやス

マートフォン、インターネットを安全・快適に使うため専門的

なセキュリティ対策を学び、地域の身近な情報セキュリティ 

の相談相手としての「情報セキュリティサポーター」になるた

めの育成講座。情報セキュリティサポーターについては、 

http://www.spread-j.org/supporter を参照。 

[ccid]14021501

情報情報情報情報セキュリティセミナーセキュリティセミナーセキュリティセミナーセキュリティセミナー    in in in in 札幌札幌札幌札幌

[1]2014/02/14 14:00～16:30 [2]Wallレンタルスペース 

セミナールーム [3]30名 [4] http://kokucheese.com/

event/index/136075/ [5]無料 [6]02/13 18:00締切 

[7]SPREAD（セキュリティ対策推進協議会) [8]講師に小木

曽健氏(GREE)を迎えて、ネット上の炎上が、本人のその後

の人生にどのような影響を及ぼすかなどを解説する。 

[ccid]14021401

20202020回回回回    NORTHNORTHNORTHNORTHインターネットシンポジウムインターネットシンポジウムインターネットシンポジウムインターネットシンポジウム2014201420142014

[1]2014/02/18 09:30～18:00 [2]北海道大学札幌キャ

ンパス 学術交流会館第一会議室 [4] http://

www.north.ad.jp/ [7]NORTH(北海道地域ネットワーク協議

会) [8]テーマは『ICT利活用―クラウド・コンピューティングに

よる地域社会の再構築(仮題)』。ICTの利活用による教育・

研究開発、地域サービス、新社会・生活空間創成、これら

に関連する事業などに関する発表。 [ccid]14021801

02/18(火)

02/22(土)

02/15(土)

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)

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/

02/14(金)

PlayStationPlayStationPlayStationPlayStation4444国内発売予定日国内発売予定日国内発売予定日国内発売予定日

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)

2013201320132013年度年度年度年度LOCALLOCALLOCALLOCAL感謝賞感謝賞感謝賞感謝賞はははは5555組組組組にににに

北海道内のコミュニティ活動に「元気」を与えたコミュ
ニティと個人に贈られる一般社団法人LOCALの「LOCAL
感謝賞」に以下の5組が選ばれました。おめでとうござい
ます。
・CSS Nite in SAPPORO
・makies
・Kumi Takahashi MITANI
・チーム酒
・北海道情報セキュリティ勉強会（せきゅぽろ）

なお、授賞理由などは、 http://www.local.or.jp/
2013/10/2438.html をご覧ください。

NEWS

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

第第第第88888888回回回回CLRCLRCLRCLR////H H H H ～～～～雪雪雪雪まつりデイまつりデイまつりデイまつりデイ！～！～！～！～

[1]2014/02/08 13:00～18:00 [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://clr-h.jp/ 

[5]¥500 [7]CLR/H [8]畠山大有氏(MSKK)「Windows 

Azure 最新アップデート」、井上章氏(MSKK)「最新Web ア

プリケーションパターンと .NET」、@neuecc氏によるセミナ

ー。 [ccid]14020802

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

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

02/08(土)
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○ 開催場所情報

� 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/(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

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

06/13(金)

06/14(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    2014 2014 2014 2014 北海道北海道北海道北海道

[1]2014/06/13～06/14 [2]札幌市産業振興センター 

ルームA/ルームB [4] http://www.ospn.jp/osc2014-

do/ [7]オープンソースカンファレンス実行委員会 [8]詳細

未定 [ccid]14061301

ウルトラマンウルトラマンウルトラマンウルトラマン創世紀展創世紀展創世紀展創世紀展
――――ウルトラウルトラウルトラウルトラQQQQ誕生誕生誕生誕生からウルトラマンからウルトラマンからウルトラマンからウルトラマン80808080へへへへ――――

　13/12/06（金）～14/02/05（水） @北海道立釧路芸術館
　http://www.kushiro-artmu.jp/monthly_event/
exhibition20131206.htm

「「「「荒巻義雄荒巻義雄荒巻義雄荒巻義雄のののの世界世界世界世界」」」」展展展展
　14/02/08（土）～14/03/23（日） @北海道立文革館
　http://www.h-bungaku.or.jp/exhibition3/2013/
aramaki.html

とかちとかちとかちとかち「「「「防風林防風林防風林防風林アートプロジェクトアートプロジェクトアートプロジェクトアートプロジェクト    2013201320132013・・・・14141414」」」」
　14/02/01（土）～14/02/16（日） @帯広市愛国
　https://www.facebook.com/boufuurinart

OffTopic

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

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/

Wallレンタルスペース
札幌市中央区北2条⻄10丁目2番地7
 [map]http://city-wall.jp/access/

目⿊雅叙園
東京都目⿊区下目⿊1-8-1
 [map]https://www.megurogajoen.co.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

CoCoDe(旭川市市⺠活動交流センター)

旭川市宮前通東
 
[map]http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/shiminkatsudo/shiminkatsudo/kouryuucente
r/#access

札幌ドーム
札幌市豊平区羊ケ丘1
 [map]http://www.sapporo-dome.co.jp/access/

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

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

北海道⼤学札幌キャンパス
札幌市北区北8条⻄5丁目6
 [map]http://www.hokudai.ac.jp/introduction/campus/campusmap/

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

ラビスタ函館ベイ
函館市豊川町12-6
 [map]http://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/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

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


