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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。
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[1]2014/03/05 13:30～16:30(開場13:00) [2]韓国文

化会館 5階ホール [3]25名 [4] http://cybergarden.biz/

lectures/10topics-20140305.html [5]¥5,000(02/21ま

で早割価格\4,000) [7]サイバーガーデンbiz [8]Web制

作・運営のトレンドの内、「CSSプリプロセッサ」「CSSフレーム

ワーク/プロトタイピング」『ソーシャルメディアのトレンド」

「GoogleのSEOに関する動向」など注目すべき10個のトピッ

クスを解説する。講師は、CSS Nite in SAPPOROでも活躍し

ているサイバーガーデンの益子貴寛氏。 [ccid]14030501

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。
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[1]2014/03/06 13:50～16:20 [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/saascloud/ [5]無料 

[6]03/04 17:00締切。 [7]さっぽろ産業振興財団 [8]赤

羽 幸雄氏(札幌市SaaS・クラウドビジネス研究会)「BYOD導

入の現状と課題」、安藤 能史氏(ＮＴＴコミュニケーションズ)

「BYOD＋クラウド＝NTTコミュニケーションズ的働きスタイ

ル」、徳永 克也氏(フュージョン・コミュニケーションズ)「日本

の通信環境をドラスティックに変える～フュージョンの

BYOD」を予定。 [ccid]14030601

03/06(木)

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 [3]50名 [4] http://connpass.com/event/5082/ 

[5]¥1,000(学生¥500) [7]SaCCS [8]テーマは、『HTML/

CSSコーディングの今』。コーディングの過去の方法と今の方

法を比べながら、実案件におけるコーディングノウハウを考

える。@h2ham氏『HTML・CSSのコーディングの過去と今 

2014:early』『初心者向けコーディング勉強法』、@mori_ko

氏『floatとpositionさえ覚えれば、こわくないっ！』、

@komomoaichi氏『今からはじめるからこそ、知っておきたい

デザインとコーディングの関係』 [ccid]14030101

03/01(土)

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)

03/05(水)

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]2014/03/05 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]02/26に予定されていた勉強会が、諸般の事情で日程

変更されて実施される。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]14030502

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
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AWSAWSAWSAWS勉強会勉強会勉強会勉強会    in in in in 北海道札幌北海道札幌北海道札幌北海道札幌

DevelopersDevelopersDevelopersDevelopers....IO Meetup IO Meetup IO Meetup IO Meetup 03030303

[1]2014/03/21 17:30～19:30 [2]かでる2・7 1020会議

室 [3]20名 [4] http://connpass.com/event/5222/ [5]

無料 [7]クラスメソッド株式会社 Developers.IO [8]渡辺 修

司氏「S3とCloundFrontによる静的コンテンツ配信 ー 

Sphinx編 ー」、佐々木 大輔氏「基礎だからこそ改めて知っ

ておくVPC勘所」、工藤 淳氏「社内システム on AWS ー

Windows編ー」を予定。 [ccid]14032101

03/21(金・祝)

医療機関向医療機関向医療機関向医療機関向けマイクロソフトけマイクロソフトけマイクロソフトけマイクロソフト最新最新最新最新ソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナー

[1]2014/03/20 14:30～17:00 [2]マイクロソフト 北海道

支店セミナールーム [3]40名 [4] https://

msevents.microsoft.com/CUI/

EventDetail.aspx?culture=en-US&EventID=1032576130 

[5]無料 [7]日本マイクロソフト株式会社 [8]サブタイトルは、

「基幹システムではカバーできない「周辺業務」、どう対応し

ていますか?」。Windowsタブレット、Office365、Dynamics 

CRMなどを利用することで、組織横断型の統合プラットフォ

ーム上に各種周辺業務を構築し、二重入力や転記の削減

や業務効率化を実現する手法を解説する。  

[ccid]14032001

03/20(木)

03/18(火)

デスクトップアプリケーションをデスクトップアプリケーションをデスクトップアプリケーションをデスクトップアプリケーションを作作作作るるるる会会会会＠＠＠＠札幌札幌札幌札幌

[1]2014/03/16 10:00～11:30 [2]札幌市民ホール 第5

会議室 [3]18名 [4] http://atnd.org/events/48050 [5]

無料 [7]デスクトップアプリケーションを作る会@札幌 

[8]Ruby/GTK2を使ったGUIアプリケーションを作る「もくもく

開発会」。ノートPC必須。開発環境の事前準備推奨。作成

するアプリケーションのお題募集中。 [ccid]14031602

便利便利便利便利をををを実感実感実感実感! ! ! ! ここまでここまでここまでここまで来来来来ているているているている! ! ! ! 最新最新最新最新アプリアプリアプリアプリ開発開発開発開発ツールツールツールツール

[1]2014/03/07 13:30～16:30(1300開場) [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?culture=en-US&EventID=1032578776 

[5]無料 [7]日本マイクロソフト株式会社 [8]最新バージョン

のVisual Studioが持つコーディング機能、コラボレーション機

能、テスト支援機能などの紹介。 [ccid]14030702

03/16(日)

[[[[予定予定予定予定]]]]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2014201420142014北海道北海道北海道北海道
出展希望者募集期間出展希望者募集期間出展希望者募集期間出展希望者募集期間

03/18(火)～ 04/14(月)
06/13(金)と06/14(土)に開催されるオープンソースカン
ファレンス2014北海道(ccid=14061301)の展示枠、およ
びセミナー枠の募集期間。現在、詳細調整中。
http://www.ospn.jp/osc2014-do

ぬぬぬぬRuby Ruby Ruby Ruby ----20140316201403162014031620140316----

[1]2014/03/16 13:00～17:00 [2]札幌市東区民センタ

ー 2階 和室さくら [3]15名 [4] http://atnd.org/events/

48159 [5]¥200 [7]ぬRuby [8]Rubyをさわりたいひとすべ

てが対象の「ぬるくRubyをさわる」イベント。ネット接続、PCな

どは、自分で持ち込むこと。時間内入退室自由。 

[ccid]14031601

DTP SDTP SDTP SDTP S★★★★PPORO volPPORO volPPORO volPPORO vol....4444「「「「はじめてのはじめてのはじめてのはじめてのInDesignInDesignInDesignInDesign」」」」

[1]2014/03/08 18:00～21:00(開場17:45) [2]札幌市

民ホール 第5会議室 [3]13名 [4] http://

dtpsapporo4.peatix.com/ [5]¥1,000(学生¥500) [6]コンビ

ニ／ATM払い…03/07締切,クレジット払い…03/08の

08:00締切。ただし、締切時点で定員に余裕がある場合

は、受付継続(Twitterの@DTP_SAPPOROに連絡のこと) 

[7]DTP S★PPORO [8]テーマは「はじめての

InDesign」。InDesignの未経験者や初心者を対象に雑誌の

連載記事2Pを想定した例題を使って解説する。 

[ccid]14030801

03/08(土)

03/19(水)
HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####23232323

[1]2014/03/19 19:00～21:00 [4] http://

hokkaido.pm.org/ [7]Hokkaido.pm [ccid]14031901

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 19:00～22:00(開場18:30) [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/550954448337093/ [5] 

\1,000(軽食と飲み物付き) [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 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

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

03/10(月)

03/09(日)

ThanksThanksThanksThanks

今回のイベントクリップ(20140301-P01)のPDFファイルを、3月8日に開催され
る『DTP S★PPORO vol.4「はじめてのInDesign」』で配布していただけることにな
りました。関係者の皆様にお礼申し上げます。

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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04/09(水)

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

[1]2014/03/29 13:00～17:00 [2]札幌市産業振興セン

ター セミナールーム9 [3]40名 [4] http://

www.zusaar.com/event/3977007 [5]会場代金頭割り

(\300～\500を予定) [7]iPhone Dev Sap [8]前半は発

表、後半はフリートーク、フリー質問、フリー開発を予定。iOS

実機+Xcodeをインストール済Mac必須。 [ccid]14032902

SenchaUG SenchaUG SenchaUG SenchaUG 勉強会勉強会勉強会勉強会    第第第第18181818回回回回@@@@札幌札幌札幌札幌

「「「「デザイナーとデザイナーとデザイナーとデザイナーとSencha Sencha Sencha Sencha デザインってゆるくないよねデザインってゆるくないよねデザインってゆるくないよねデザインってゆるくないよね????」」」」

[1]2014/03/28 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/

47354 [5]無料 [7]Japan Sencha User Group [8]フロント

エンドに重点を置いたSassやCompass、またSencha 

Architectを使ったUI開発のHowToを解説する。川原田 こ

のみ氏「デザイナってこういうこと考えて仕事してます」、神

代 友行氏(面白法人カヤック)「Sencha Touchでのデザイナ

ーとの協力開発」、後藤 恭智氏「Sencha ArchitectでUI開

発」、および小堤 一弘氏「売れるSenchaテーマ」を予定。 

[ccid]14032801

03/28(金)

Office Office Office Office 365365365365

顧客顧客顧客顧客にににに響響響響くくくく提案提案提案提案シナリオとシナリオとシナリオとシナリオと導入導入導入導入・・・・管理管理管理管理・・・・移行手順移行手順移行手順移行手順

[1]2014/04/09 13:30～17:00 [2]マイクロソフト 北海道

支 店 セ ミ ナ ー ル ー ム  [ 3 ] 4 0 名  [ 4 ]  https://

mspartner.microsoft.com/ja/jp/Pages/Training/mstep/

Office-365-Proposal-Scenario-and-Procedure.aspx[5]

無料 [7]日本マイクロソフト株式会社 [8]製品概要、ライセ

ンス、具体的な提案シナリオ、実際の導入手順および既存

システムからの移行の手順のポイントを解説するセールス / 

プリセールス SE 向けトレーニング。 [ccid]14040901

GroongaGroongaGroongaGroonga勉強会勉強会勉強会勉強会＠＠＠＠札幌札幌札幌札幌

[1]2014/03/29 18:00～20:00 [2]札幌市民ホール 第4

会議室 [3]24名 [4] http://atnd.org/events/48055 [5]

無料 [7]Groonga勉強会@札幌 [8]オープンソースのカラ

ムストア機能付き全文検索エンジンGroongaの勉強会。今

回は、主に利用事例がテーマ。現在、発表者(20分*4コマ)

募集中。 [ccid]14032903

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 [3]24名 [4] http://connpass.com/event/5083/ 

[5]¥1,000(学生¥500) [7]SaCCS [8]現在、LTのスピーカ

ー募集中。 [ccid]14032901

03/29(土)

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 10:00～18:00(開場09:00) [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]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。札幌会場では、東京で行わ

れるキーノートの同時中継の他、@KatsuYuzu氏(CLR/

H)『XAML で作る Windows ストアアプリ』、@openlibsys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』、 @furuya02氏(Sapporo Works)「C#での

Facebookアプリ」、@mentaro氏「【XNA一周忌】MonoGame

とか(仮)」、および野澤宇一郎氏(マイスター)「Visioで地図

を扱おう！」を予定。 [ccid]14032201

03/22(土)

04/26(土)

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....55553333LTLTLTLT

[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

[[[[予定予定予定予定]]]]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2014201420142014北海道北海道北海道北海道
出展希望者募集期間出展希望者募集期間出展希望者募集期間出展希望者募集期間

03/18(火)～ 04/14(月)
http://www.ospn.jp/osc2014-do

05/17(土)

05/18(日)

WordOnsen SapporoWordOnsen SapporoWordOnsen SapporoWordOnsen Sapporo

〜〜〜〜温泉温泉温泉温泉でででで    WordPress WordPress WordPress WordPress ハンズオンハンズオンハンズオンハンズオン〜〜〜〜

[1]2014/05/17～05/18 [2]定山渓ビューホテル　ラグ

ーン [4] https://www.facebook.com/events/

191977651013007/ [7]WordBench Sapporo [8]詳細未

定。現在、人数把握のための参加表明受付中。参加費は、

宿泊込みで\16,000～を予定。 [ccid]14051701

05/24(土)

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....54545454

[1]2014/05/24 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]14052401

CSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPORO, , , , VolVolVolVol....13131313

「「「「WebWebWebWeb制作制作制作制作とととと運営運営運営運営のののの基本基本基本基本をををを学学学学ぶぶぶぶ」」」」

[1]2014/04/13 13:00～18:00(開場12:30) [2]韓国文

化会館 5階 大会議室 [3]40名 [4] http://cssnite-

sapporo.jp/vol13/ [5]早割(03/20 15:00までの決

済)\3,000、前売\4,000、当日\4,500の他、フォローアッ

プ参加料金あり。詳細は、イベントページ参照 [7]CSS Nite 

in SAPPORO [8]Web制作の新人を対象とした基礎力養成

講座。益子 貴寛氏(サイバーガーデン)「Webサイトのしく

み」、待島 亘氏(Gear8)「Webサイトの素材準備」、水越 佑

介氏(リーグラフィ)「Webサイトの設計」、口田 聖子氏

(WebbingStudio)「制作に必要なテクノロジー」、赤沼 俊幸

氏「よりよい運営のためのWebマーケティング」を予定。 

[ccid]14041301

04/13(日)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

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  

[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

06/13(金)～14(土)



イベントクリップ(2014/03/01～2014/07/25) 2014/03/01

#140301-P01 | 発⾏⽇ : 2014年03月01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

○ 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

札幌市エレクトロニクスセンター
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

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

韓国文化会館
札幌市中央区南9条⻄4丁目1-7
 [map]http://business4.plala.or.jp/korea/KEIS_Adress.htm

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

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

定山渓ビューホテル ラグーン
札幌市南区定山渓温泉東２丁目
 [map]http://www.jozankeiview.com/access/

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

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

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

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/

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

メジャークラウドセミナーメジャークラウドセミナーメジャークラウドセミナーメジャークラウドセミナー

[1]2014/07/25 14:00～16:30(開場13:45) [2]TKP札幌カンファ

レンスセンター [4] https://sateraito-apps.appspot.com/enq/

entry?mid=seminar09#saporo [5]無料 [7]サテライトオフィス [8]

主要なクラウドアプリケーションを紹介する。Google Apps for 

Business, Google Maps for Business, Microsoft Office 365, 

Amazon Workspaces(サテライトオフィス・クラウドパソコン for 

Amazon EC2), サテライトオフィス・クラウド電話 for Fusion Connect

を予定。 [ccid]14072501

07/25(金)

アイスヒルズホテルアイスヒルズホテルアイスヒルズホテルアイスヒルズホテル    in in in in 当別当別当別当別    2014201420142014
　14/02/01（土）～14/03/15（土） 11:30～20:00
　　　@当別町スウェーデンヒルズゴルフ場
　http://www.icehillshotel.com/

「「「「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


