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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。

02/12(水)
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4444

[1]2014/02/12 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/8557 [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。今回はP66 「Scene No.03 いつごろ終わるんだい？」か

ら。 [ccid]14021201 

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。

3333DDDDプリンタモデリングプリンタモデリングプリンタモデリングプリンタモデリング勉強会勉強会勉強会勉強会

[1]2014/02/08 16:00～17:30 [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]ハンズオン形式で3Dモデリングを学ぶ。 

[ccid]14020803 

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 HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido

キックオフミーティングキックオフミーティングキックオフミーティングキックオフミーティング

[1]2014/02/11 14:00～17:00 [2]インフィニットループ 

会議室 [3]25名 [4] http://osc-do.doorkeeper.jp/

events/8509 [5]無料 [7]オープンソースカンファレンス実

行委員会 [8]2014/06/13と06/14に開催される「オープ

ンソースカンファレンス2014 Hokkaido」の企画、運営計

画、セミナープログラム作成、展示レイアウト設計、事前広

報など事前準備を行う実行委員会の立ち上げイベント。な

お、当日スタッフの募集は、後日。 [ccid]14021101

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/

02/11(火・祝)

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(マイクロソフト

)「Windows Azure 最新アップデート」、井上章氏(マイクロソ

フト)「最新Web アプリケーションパターンと .NET」、@neuecc

氏"LightNode Demystified - How to Make Extreme Fast 

Owin Framework"を予定。 [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]50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』、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『それNArrayでできるよ』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)

CoderDojoCoderDojoCoderDojoCoderDojo    土曜日土曜日土曜日土曜日セッションセッションセッションセッション

[1]2014/02/08 13:30～15:30 [2]あさひかわ37 [4] 

https://ja-jp.facebook.com/events/

1441487032751027 [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]14020804

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北海道北海道北海道北海道    2014201420142014

[1]2014/02/13 14:00～16:30(開場13:30) [2]ホテルモ

ントレエーデルホフ札幌 12F ベルクホール [3]100名 [4] 

mail : security-hokkaido＠soumu.go.jp に「セキュリティセミ

ナー参加希望」と明記し、氏名、団体名、所属、連絡先（電

話番号等）を連絡。FAX:011-709-2482 / http://

www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2014/0121.html 

[5]無料 [6]02/10締切 [7]総務省 [8]谷脇康彦氏（内閣

官房情報セキュリティセンター)による基調講演「我が国の

サイバーセキュリティ戦略について － サイバーセキュリティ

2013 －」の他、吉田晋氏（日本スマートフォンセキュリティ

協会)「BYODは危険？スマートフォンからの情報漏洩。危な

いポイントはここだ。」、高橋勇吉氏（北海道警察)「ネットのリ

スクとサイバー犯罪」、西部喜康氏（テレコム・アイザックジャ

パン)「無線LANの安心・安全利用に向けて」を予定。 

[ccid]14021301

02/13(木)

ソチソチソチソチ五輪五輪五輪五輪    02/07(金)～ 02/23(日)
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第第第第13131313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]2014/02/19 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階

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

261231530708483/ [5]¥500 [7]北海道の楽しい100人 

[8]登壇者は、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務

士の川部紀子氏他を予定。 [ccid]14021902

第第第第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]2014/02/18～02/19 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)

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 10:00～17:00 [2]ロイトン札幌 3F ロイ

トンホール [4] http://www.hicta.or.jp/seedsfair/ [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。 [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

「「「「ITITITIT・・・・クラウドがクラウドがクラウドがクラウドが拓拓拓拓くくくく    食食食食、、、、農業農業農業農業、、、、そしてそしてそしてそして経営経営経営経営」」」」

[1]2014/02/20 13:30～16:20(開場13:00) [2]ロイトン札

幌  3 F ロ イ ト ン ホ ー ル A [3]200 名  [ 4 ]  https://

www.sapporo-it-pro.jp/registration/cloud/ [5] 無 料 

[6]02/17 17:00締切。 [7]さっぽろ産業振興財団 [8]松

浪正信氏(コアファーム)による基調講演「ITを活用した先端

農業への挑戦と現状～競争力のある農業を実現するため

に～」、赤羽幸雄氏(札幌学院大学)による講演「食産業分

野におけるクラウド利活用のポイント」の他、事例報告として

石田康晃氏(サトー)「現場の“見える化”を実現～正確な作

業と履歴管理により食の安心・安全を追求～」と藤川恒明

氏(システムデザイン開発)「情報発信こそ信頼の証～販売

管理システムtoretaが創った生産者の笑顔～」を予定。 

[ccid]14022002

02/20(木)

第第第第15151515回回回回さくらのさくらのさくらのさくらの夕夕夕夕べべべべinininin札幌札幌札幌札幌

[1]2014/02/20 19:00～21:30 [2]TKPガーデンシティ札

幌きょうさいサロン 7F [3]100名 [4] http://atnd.org/

events/47447 [5]無料 [7]さくらインターネット [8]中島 純

氏、玉城 智樹氏(ともにさくらインターネット)「石狩データセ

ンター 2年間の運用の歩み」、林 禎康氏、六車 敏克氏(と

もにクリプトン・フューチャー・メディア)「プライベートクラウドか

らAWSを経て、さくらのクラウドへ」、林 禎康氏、六車 敏克

氏(ともにクリプトン・フューチャー・メディア)と大久保 修一

氏、古川 健太郎氏、鷲北 賢氏(ともにさくらインターネット)

によるパネルディスカッション「さくらのクラウド開発者に一言

物申す！」 [ccid]14022003

02/16(日)

プロのデザイナーにプロのデザイナーにプロのデザイナーにプロのデザイナーに聞聞聞聞くくくく！！！！プログラマのためのデザインプログラマのためのデザインプログラマのためのデザインプログラマのためのデザイン講座講座講座講座

[1]2014/02/15 13:00～15:00 [2]CoCoDe(旭川市市民

活動交流センター)2階 会議・研修室2 [3]10名 [4] 

http://connpass.com/event/4551/ [5]\500程度 [7]ゆ

るい勉強会 [8]プロのデザイナーはどのようにデザインしてい

るのか?デザインをするには、何が必要なのか?デザインセン

スを磨きたいプログラマを対象としたレクチャ。講師は、檜山

明宏氏。 [ccid]14021502 

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

02/15(土)

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/

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

[1]2014/02/16 10:30～12:30 [2]あさひかわ37 [4] 

https://ja-jp.facebook.com/events/

645775978820415 [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]14021601

ソチソチソチソチ五輪五輪五輪五輪    02/07(金)～ 02/23(日)

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

02/14(金)

Developers Summit Developers Summit Developers Summit Developers Summit 2014201420142014    02/13(木)～02/14(金)

3333DDDDプリンタモデリングプリンタモデリングプリンタモデリングプリンタモデリング勉強会勉強会勉強会勉強会

[1]2014/02/15 16:00～17:30 [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]ハンズオン形式で3Dモデリングを学ぶ。 

[ccid]14021503 

02/19(水)

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####22222222

[1]2014/02/19 19:00～21:00 [4] http://

hokkaido.pm.org/ [7]Hokkaido.pm [ccid]14021901
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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、札幌での開催(本誌発行時点)が予定されてい

る。 [ccid]14022201

インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上のののの違法違法違法違法・・・・有害情報対策有害情報対策有害情報対策有害情報対策セミナーセミナーセミナーセミナー

－－－－児童児童児童児童ポルノポルノポルノポルノ対策対策対策対策－－－－

[1]2014/02/21 14:00～17:30 [2]TKP札幌駅カンファレ

ンスセンター [4] mail : info＠jaipa.or.jp宛に、「（札幌）イン

ターネット上の違法・有害情報対策セミナー参加」と明記

し、会社名、所属、氏名を連絡。 / http://

www.jaipa.or.jp/topics/?p=648 [5]無料 [6]02/17締切 

[7]JAIPA(日本インターネットプロバイダー協会) [8]吉田武

央氏(富士ゼロックス)(演題未定)、奥村徹氏(弁護士)「児

童ポルノ犯罪とは、事例とその説明」、ARA 

Networks「CleanJapanSystem -児童ポルノサイトブロッキン

グシステム」、立石聡明氏(JAIPA)他によるパネル「児童ポ

ルノサイトブロッキングの対策についてディスカッション」を予

定。 [ccid]14022102

02/22(土)

JNSAJNSAJNSAJNSAインターネットインターネットインターネットインターネット安全教室安全教室安全教室安全教室

[1]2014/02/22 10:00～11:50(開場09:40) [2]札幌市

民ホール 第2会議室 [3]40名 [4] 当日直接会場で受付。 

/ https://sites.google.com/site/infosecpolo/Home/

news/anzen201402 [5]無料 [7]せきゅぽろ [8]インターネ

ットを利用し始めたパソコン初心者、家庭や学校からインタ

ーネットにアクセスする一般の利用者、お子様が携帯電話

やインターネットを利用するにあたって不安のある保護者な

どを対象とした、一般向け情報セキュリティに関する基礎知

識を学習するセミナー。 [ccid]14022202

SCOOPO SCOOPO SCOOPO SCOOPO 3333rd digging rd digging rd digging rd digging デザインのデザインのデザインのデザインの深部深部深部深部にににに迫迫迫迫るるるる

[1]2014/02/21 18:00～19:30 [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/1374249576176556/ [5]¥1,000(学生無料)1ド

リンクオーダーのこと [7]Scoopo [8]「アートとデザインの違

い」「スタイリングとデザインの違い」「デザイナーの仕事」など

を切り口に、デザインの本質を考えるセミナー。デザインを学

ぶ学生の他、普段デザインを意識しない一般も対象。講師

は、野村ソウ氏(ワンダークルー)。 [ccid]14022104

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

JaSSTJaSSTJaSSTJaSST’’’’13131313HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaidoフォローアップイベントフォローアップイベントフォローアップイベントフォローアップイベント    

featuring featuring featuring featuring アジャイルアジャイルアジャイルアジャイル札幌札幌札幌札幌　　　　

「「「「もっともっともっともっと、、、、大人大人大人大人チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ！」！」！」！」

[1]2014/02/21 14:00～18:30(開場13:30) [2]札幌市

中央区民センター つどいA [3]40名 [4] http://

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/8422 [5]無料 

[6]02/20 17:00締切 [7]JaSST北海道　実行委員会 

[8]JaSST'13 Hokkaidoのフォローアップイベント。上田和樹

氏(UEDA PROJECT)「テスト設計コンテスト振り返り：敗北か

ら学ぶこと」、鳥本明男氏(メルコ・パワー・システムズ)「ひと

つのイメージでモノ作り～設計，実装，テストをシームレスで

行うために～」を予定。 [ccid]14022101

Microsoft Cloud OS Microsoft Cloud OS Microsoft Cloud OS Microsoft Cloud OS セミナーセミナーセミナーセミナー    in in in in 札幌札幌札幌札幌

: : : : HyperHyperHyperHyper----V V V V 早早早早わかりわかりわかりわかり講座講座講座講座

[1]2014/02/21 13:30～17:15 [2]マイクロソフト 北海道

支店セミナールーム [3]40名 [4] https://

msevents.microsoft.com/CUI/

EventDetail.aspx?EventID=1032577932&Culture=ja-

JP&community=0 [5]無料 [7]日本マイクロソフト株式会社 

[8]安納 順一氏(マイクロソフト)「Windows Server 2012 R2 

Hyper-V 設計のポイント」、小塚大介氏(ビズポイント)による

セミナー。 [ccid]14022103

02/21(金)

ソチソチソチソチ五輪五輪五輪五輪    02/07(金)～ 02/23(日)

インターナショナルオープンデータデイインターナショナルオープンデータデイインターナショナルオープンデータデイインターナショナルオープンデータデイ    2014 2014 2014 2014 札幌札幌札幌札幌

[1]2014/02/22 10:30～19:00 [2]インフィニットループ 

会 議 室  [ 4 ]  http://codeforsapporo.doorkeeper.jp/

events/8605 [5]無料 [7]インターナショナルオープンデー

タ デ イ  札 幌  [ 8 ] International Open Data 

Day(ccid=14022201)の札幌会場。 [ccid]14022201

3333DDDDプリンタモデリングプリンタモデリングプリンタモデリングプリンタモデリング勉強会勉強会勉強会勉強会

[1]2014/02/22 16:00～17:30 [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]ハンズオン形式で3Dモデリングを学ぶ。 

[ccid]14022203

実践実践実践実践リーンスタートアップリーンスタートアップリーンスタートアップリーンスタートアップ講座講座講座講座

[1]2014/02/21 09:30～17:30 [2]北海道ソフトウェア技

術開発機構 [3]15名 [4] mail : kensyu＠deos.co.jp / 

FAX : 011-820-1166 / 申込フォーム : http://

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

sjmsheet_word_0_25_10.doc / http://www.deos.co.jp/

SK002-2.html [5]無料 [7]北海道ソフトウェア技術開発機

構 [8]『Running Lean―実践リーンスタートアップ』の第3章

を参考にして、リーンスタートアップの基礎知識と「リーンキャ

ンバス」の描き方を学ぶ。9つの構築ブロックについて、1ブロ

ックずつポイントを説明しながら講義を行う。 

[ccid]14022105

International Open Data Day International Open Data Day International Open Data Day International Open Data Day 旭川旭川旭川旭川

[ 1 ] 2 0 1 4 / 0 2 / 2 2 [ 8 ] International Open Data 

Day(ccid=14022201)の旭川会場。発行時点では詳細未

定。 [ccid]14022201

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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TeamGeek TeamGeek TeamGeek TeamGeek 読書会読書会読書会読書会@@@@札幌札幌札幌札幌    ----4444

～～～～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]2014/02/26 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/5036/ [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「2-5ハイレベルの同期」から2章の終

わりまでを予定。書籍持参のこと。毎月1回水曜日に開催

予定。 [ccid]14022601

Create Now Design TourCreate Now Design TourCreate Now Design TourCreate Now Design Tour

～～～～CS VS CCCS VS CCCS VS CCCS VS CC徹底比較徹底比較徹底比較徹底比較セミナーセミナーセミナーセミナー

[1]2014/02/26 13:30～16:00(開場13:00) [2]国際ホ

ール [3]100名 [4] https://www.event-web.net/

createnow_designtour/entry/index.php [5]無料 [7]アドビ 

システムズ [8]Adobe Creative Studioユーザをメインターゲ

ットとしたCreative Cloud紹介セミナー。岩本崇氏(アドビ シ

ステムズ)「Creative Cloudの紹介」、鷹野雅弘氏「過去バー

ジョンとの比較、PS、AI、IDの機能紹介」、荒山茜氏(クリプト

ン・フューチャー・メディア)「Creative Cloudユーザーに聞く、

その経緯と評価」の他、Creative Cloud対応の印刷会社情

報なども予定。 [ccid]14022602

02/27(木)

02/26(水)

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

デジタル・ショックデジタル・ショックデジタル・ショックデジタル・ショック2014201420142014「「「「マシンがマシンがマシンがマシンが夢見夢見夢見夢見るときるときるときるとき」」」」((((1111))))

[1]2014/02/27 18:00～21:00 [2]ICC Cross×Garden 

[4] http://afsapporo.jp/ja/2014/01/29/digital-choc-

2014-2/ [5]無料 [7]札幌アリアンス・フランセーズ [8]フラ

ンスのデジタル・カルチャーや新映像の分野にスポットをあて

た上映会。この回では、ピエール・カルニオー監督のフィクシ

ョン・ドキュメンタリー映画『ラスト・ルーム 』とティエリー・フル

ニエ氏とオリヴィエ・ギエルミネ氏によるインタラクティブ・シネ

マ『広げる』を上映。 [ccid]14022701

デジタル・ショックデジタル・ショックデジタル・ショックデジタル・ショック2014201420142014「「「「マシンがマシンがマシンがマシンが夢見夢見夢見夢見るときるときるときるとき」」」」((((2222))))

[1]2014/02/28 18:00～21:00 [2]ICC Cross×Garden 

[4] http://afsapporo.jp/ja/2014/01/29/digital-choc-

2014-2/ [5]無料 [7]札幌アリアンス・フランセーズ [8]フラ

ンスのデジタル・カルチャーや新映像の分野にスポットをあて

た上映会。この回では、字幕なし作品紹介付きで、ビデオ・

インスタレーション『パノラマ』を上映。 [ccid]14022801

02/28(金)

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

「「「「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

潜入潜入潜入潜入！！！！改修工事中改修工事中改修工事中改修工事中のののの豊平館豊平館豊平館豊平館    ＜＜＜＜冬冬冬冬＞＞＞＞
～～～～札幌札幌札幌札幌のののの語語語語りりりり部的建築部的建築部的建築部的建築をををを知知知知るるるる～～～～

14/03/04（火）、03/11（火） 
@札幌市立大学サテライトキャンパス/豊平館
 https://chieria.slp.or.jp/seminar/catalog/
shopping_cart.php?osCsid=030f78eed3cf3896d71887540469c334

OffTopic

イベントをイベントをイベントをイベントを開催開催開催開催されるされるされるされる方方方方へへへへ

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

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。

ccidccidccidccidのののの実験運用実験運用実験運用実験運用をををを行行行行っていますっています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

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。

: 'A'もしくは'a' : 会場地図のページにリダイレクト。

: 'P'もしくは'p' : 開催場所のページにリダイレクト。

: '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。

利用例 : 

o 「OSC-do2014キックオフミーティング」の申込ページを表示する

... http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=14021101

o 「OSC-do2014キックオフミーティング」の会場地図を表示する

.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=14021101a

o EventClipに掲載された「OSC-do2014キックオフミーティング」の情報を表

示する

.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=14021101i

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』に掲載されている情報や、最
新版はhttp://cc.mucleus.jpでご覧いただけます。

ThanksThanksThanksThanks

前回のイベントクリップ(2014/01)を1月11日のCSS Nite in SAPPORO, Vol.12
で配布させていただきました。また、今回のイベントクリップ(2014/02)を2月8
日に開催される「札幌市中央区Ruby会議01」で配布していただくことになりまし
た。関係者の皆様のご協力にお礼申し上げます。
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03/09(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)

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

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)

第第第第18181818回北海道情報回北海道情報回北海道情報回北海道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勉強会勉強会勉強会勉強会

[1]2014/03/01 13:30～17:00(開場13:00) [2]北海道

大学札幌キャンパス 人文・社会科学総合教育研究棟（W

棟）1階　W102 [3]60名 [4] http://tinyurl.com/mlbzwt7 

[5]¥500 [7]せきゅぽろ [8]講師は、平原信昭氏と新井悠

氏(ともにトレンドマイクロ)による「銀行からお金を盗むマルウ

エアの話」を予定。 [ccid]14030102

OhotechOhotechOhotechOhotech特盛特盛特盛特盛####13131313

[1]2014/03/01 14:00～19:00 [2]北見芸術文化ホール 

[4] http://connpass.com/event/4153/ [5]¥500 

[7]Ohotech [8]r_kawaishi氏「フロントエンド開発したかった

のでYeomanを勉強してみた」、Octmatsu氏「テスター密着

24時～バグ操作最前線SP(仮)」「異文化体験！アンビリー

バボー(仮)」、arienkakkowara氏「ライブラリを作ってみよ

う！ -にわかプログラマなりのプログラミング勉強法-」、

upa8316k氏「CMS（joomla）のお話 〜「教育業界にCMS

を!!」の巻き〜」、manharu氏「保険のお話」、tomio2480氏

「テクノ手芸やってます -ほふく前進よりも遅い進捗-」ほか

を予定。 [ccid]14030103

デジタル・ショックデジタル・ショックデジタル・ショックデジタル・ショック2014201420142014「「「「マシンがマシンがマシンがマシンが夢見夢見夢見夢見るときるときるときるとき」」」」((((2222''''))))

[1]2014/03/03～03/05 15:00～21:00 [2]ICC 

Cross×Garden [4] http://afsapporo.jp/ja/2014/01/

29/digital-choc-2014-2/ [5]無料 [7]札幌アリアンス・フ

ランセーズ [8]フランスのデジタル・カルチャーや新映像の

分野にスポットをあてた上映会。この回では、ビデオ・インス

タレーション『パノラマ』を上映。 [ccid]14030301

03/03(月)

03/04(火)

世界世界世界世界ののののCMCMCMCMフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    in SAPPOROin SAPPOROin SAPPOROin SAPPORO

[1]2014/03/09 15:00～(開場14:30) [2]札幌プラザ2・5 

[4] チケットピア、ローソンチケット他 / http://

cmfestival.com/index.html [5]前売\2,500、当日\3,000、

学生券\1,500(要学生証提示，ショップのみ)、小学生以下

無料 [7]コンベンション札幌ネットワーク [8]世界中の傑作コ

マーシャルフィルムを集めた上映会。MCは、ジャンクリスチ

ャン・ブーヴィエ氏。03/15には、キロロリゾート ホテルピアノ

でも、開催される。 [ccid]14030901

03/05(水)

日本日本日本日本ロボットロボットロボットロボット学会学会学会学会    

北海道北海道北海道北海道ロボットロボットロボットロボット技術研究専門委員会技術研究専門委員会技術研究専門委員会技術研究専門委員会    学術講演会学術講演会学術講演会学術講演会

[1]2014/03/09～03/10 [2]北海道大学札幌キャンパス 

工学部 [4] http://www.rsj.or.jp/blog/archives/4155 

[5]無料 [7]日本ロボット学会 [8]北海道のロボット技術のク

オリティを高めることを目的としたRSJ-HRT(日本ロボット学

会 北海道ロボット技術研究専門委員会)主催の研究発表

講演会。 [ccid]14030902 MVP Community Camp MVP Community Camp MVP Community Camp MVP Community Camp 2014 2014 2014 2014 北海道会場北海道会場北海道会場北海道会場((((CLRCLRCLRCLR////HHHH))))

[1]2014/03/22 10:00～17:00 [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/ 

[7]CLR/H [8]アジア各地で同日に開催されるマイクロソフト

の技術イベント。札幌開催は、ひよひよ氏(Crystal Dew)『第

二世代MDD(萌え駆動開発)によるプログラミングWin32』、 

古谷誠進氏(Sapporo Works)「C#でのFacebookアプリ」、

mentaro氏「【XNA一周忌】MonoGameとか(仮)」、清水勝也

氏(CLR/H)「Prism for the Windows Runtimeで作る

Windowsストアアプリ」、および野澤宇一郎氏(マイスター)に

よる講演を予定。 [ccid]14032201

03/22(土)

04/26(土)

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....55553333

[1]2014/04/26 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]14042601

03/07(金)

帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたFridayNightFridayNightFridayNightFridayNight!!!!!!!!

[1]2014/03/07 19:00～ [2]札幌ものづくりオフィス&カフ

ェSHARE(シェア) [4] https://www.facebook.com/

photo.php?fbid=349056495232036 [7]Friday Night 

[8]Garage Labsで開催されていたFriday Nightが、札幌カフ

ェ&SHARE共同プロジェクトとして復活。第1回目はShareで

開催される。2月末日まで、発表者募集中(Share枠2名、札

幌カフェ枠2名)。希望者は、SHAREの斉藤さまか札幌カフ

ェの眞野さままで。[ccid]14030701

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
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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

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

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

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/

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/

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

北⾒芸術⽂化ホール
北海道北⾒市泉町1丁目2-22
 [map]http://www6.ocn.ne.jp/~kitart21/access/5dai.html

TKPガーデンシティ札幌きょうさいサロン
札幌市中央区北4条⻄1丁目 共済ホール
 [map]http://kyosaisalon.net/access.shtml

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

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/kouryuucenter/#ac
cess

札幌市⽴⼤学サテライトキャンパス
札幌市中央区北４条⻄５丁目アスティ45ビル12階
 [map]http://www.scu.ac.jp/access/satellite/

札幌市中央区⺠センター
札幌市中央区南2条⻄10丁目
 [map]http://www.chuou-kusen.jp/access.html

札幌プラザ2・5
札幌市中央区南2条⻄5丁目狸⼩路商店街内
 [map]http://www.sapporo-info.com/facilityDetail.php?f_code=2039

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

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

北海道ソフトウェア技術開発機構
札幌市白石区菊水1条3丁目1-5 メディアミックス札幌
 [map]http://www.deos.co.jp/annai/map.htm

TKP札幌カンファレンスセンター
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

TKP札幌駅カンファレンスセンター
札幌市北区北7条⻄2-9 ベルヴュオフィス札幌
 [map]http://tkpsapporo.net/sapporoeki/access.shtml

豊平館
札幌市中央区中島公園1-20
 [map]http://www.hoheikan-sugiyama.co.jp/access.html

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/

ホテルモントレエーデルホフ札幌
札幌市中央区北2条⻄1丁目1番地
 [map]http://www.hotelmonterey.co.jp/edelhof/access/

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

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


