イベントクリップ(2014/04/10～2014/10/24)

2014/04/10
イベント主催者の方からのタレコミをお待ちしています。
EventClipでは、イベント主催者の方からのイベント開催情報のタレコミをお待ちして
おります。紙面の都合上、提供いただいた情報すべてを掲載するお約束はできか
ねますが、ご了承ください。
なお、開催情報は、「いつごろ、どんな内容のイベントを開催するか」さえ決まって
いれば、「詳細未定」のような形で掲載することも可能ですので、お問い合わせくだ
さい。

『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。

タレコむ方法
• 公式サイト( http://cc.mucleus.jp )の「情報登録」フォームを使う
• cc[あっと]mucleus.jp にメールする。
• twitterの@event_clip あてに色々つぶやく。
みなさまのご協力をお待ちしております。

3Dフィギュア作成講座
フィギュア作成講座(
作成講座(2回目)
回目)

オープンソースカンファレンス2014
オープンソースカンファレンス2014北海道
2014北海道
出展/
出展/セミナー枠募集期間
セミナー枠募集期間

[1]2014/04/10 19:00～20:30 [2]札幌ものづくりオフィス

03/17(月)～ 04/14(月)
http://www.ospn.jp/osc2014-do

&カフェSHARE(シェア) [4] https://www.facebook.com/
events/251632448351489/ [5]各回ごとに参加費
\1,500＋スペース利用料\540円。および3Dプリンタ利用
料。 [7]札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア)

04/10(木)

[8]04/03に開催される同名イベント(ccid=14040301)の2
回目。Sculptrisを使ってモデルのラフディテールの作成をハ

第13回
13回 JAWSJAWS-UG札幌
UG札幌 勉強会
[1]2014/04/11 18:15～20:20 [2]札幌市民ホール 第2
会議室 [3]30名 [4] http://kokucheese.com/event/

04/11(金)

index/155708/ [5]無料 [7]アフォーダンス [8]堀内氏(ア

ンズオン形式で行い、完成イメージを確定して落とし込むま

マゾンデータサービス)による「Amazon Web Services最新

でを学習する。 [ccid]14040301

情報・新サービスの紹介」、事例紹介、LTなどを予定。
[ccid]14041101

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#24

OA研修室 [3]20名 [4] http://atnd.org/events/49329

CSS Nite in SAPPORO
SAPPORO,, Vol.
Vol.13
「Web制作
Web制作と
制作と運営の
運営の基本を
基本を学ぶ」

[5]¥300 [7]Hokkaido.pm [8]テーマは、「Google Mapを使

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

[1]2014/04/16 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階

Cross×Garden [3]40名 [4] http://cssnite-sapporo.jp/

ってWebアプリを作ろう！」。LT、およびビギナーズセッション

vol13/ [5]前売\4,000、当日\4,500の他、フォローアップ

も予定。 [ccid]14041601

参加料金あり。詳細は、イベントページ参照 [7]CSS Nite in

Scrum Boot Camp The Book 読書会 in 札幌6
札幌6

04/13(日)

SAPPORO [8]Web制作の新人を対象とした基礎力養成講

[1]2014/04/16 19:00～21:00 [2]リコーITソリューション

座。益子 貴寛氏(サイバーガーデン)「Webサイトのしくみ」、

ズ 札幌事業所 [3]10名 [4] http://

待島 亘氏(Gear8)「Webサイトの素材準備」、水越 佑介氏

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/10211 [5]無料 [7]

(リーグラフィ)「Webサイトの設計」、口田 聖子氏

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

04/16(水)

(WebbingStudio)「制作に必要なテクノロジー」、赤沼 俊幸

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

氏「よりよい運営のためのWebマーケティング」を予定。

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

[ccid]14041301

ない。今回はP128 「何が終わったかを明確にする」から。

OffTopic

[ccid]14041603

第13回北海道
13回北海道の
回北海道の楽しい100
しい100人
100人
[1]2014/04/16 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階

札幌国際短編映画祭・
札幌国際短編映画祭・定期上映会／
定期上映会／第10回
10回「マンスリー・ショート」
マンスリー・ショート」
[1]2014/04/10(木) 18:30〜20:00(18:00開場) [2]ICC
Cross×Garden [4] http://sapporoshortfest.jp/blogs/news/2014/
03/monthly-201404.html [5] 無料

大ホール [4] https://www.facebook.com/events/
650767201627462 [5]¥500 [7]北海道の楽しい100人
[8]登壇者は、みやけ りかこ氏(北海道サイクリングツアー協
会)、加藤 淳一氏(北海道盲導犬協会)、竹内 誠裕氏(恵
庭アコースティック野外音楽祭)、野村 文吾氏(十勝バス)
を予定。 [ccid]14041602

第14回
14回ホリデーナイト・ビブリオバトル
[1]2014/04/12(土) 20:30〜22:30(20:00集合) [2]SAPPORO
UNDERGROUND 「NECCO」(札幌市中央区南1条西12丁目 AMSビル4F)
[3]バトラー10名、見学若干名 [4] http://bibliobattle.tumblr.com/ [5]
\500(1ドリンク付) [6]バトラー参加者のみ要事前申込 [7]バトラーが、
おすすめの本を5分で語り、それについて観客と2分間のディスカッション
を行う。最後に「一番読みたい本」の投票でチャンプ本を決定する。

凡例
掲載情報について
掲載情報について
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。

[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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2014/04/10

3Dフィギュア作成講座
フィギュア作成講座(
作成講座(3回目)
回目)

JAZUG札幌
JAZUG札幌 第２回勉強会

[1]2014/04/17 19:00～20:30 [2]札幌ものづくりオフィス

Microsoft Azureってなんだろう
Azureってなんだろう？
ってなんだろう？ハンズオン！
ハンズオン！
[1]2014/04/17 19:00～21:00 [2]マイクロソフト 北海道

&カフェSHARE(シェア) [4] https://www.facebook.com/

支店セミナールーム [3]30名 [4] http://atnd.org/

events/251632448351489/ [5]各回ごとに参加費

events/49084 [5]無料 [7]JAZUG(Japan Windows
Azure User Group) [8]今回は主にMicrosoft Azureおよび

\1,500＋スペース利用料\540円。および3Dプリンタ利用

04/17(木)

料。 [7]札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア)

クラウド初心者向けのハンズオン「触れて学ぼう！Microsoft

[8]04/03に開催される同名イベント(ccid=14040301)の3

Azureを使ってハンズオン！」を予定。講師は小塚 大介氏

回目。彫刻を作るようなモデリング手法(スカルプティング)を

(ビズポイント)。 [ccid]14041701

Sculptrisで実現する方法やリアルに見せる方法などを学習
する。 [ccid]14040301

さくらインターネットのクラウド基盤
さくらインターネットのクラウド基盤で
基盤で実現する
実現する
Windows Server活用
Server活用セミナー
活用セミナー

Sapporo.
Sapporo.cpp 札幌C
札幌C++勉強会
++勉強会 #6
～Boost.
Boost.勉強会前哨戦

～ホステッドプライベートクラウド in 石狩データセンターの
石狩データセンターの実現
データセンターの実現～
実現～

[1]2014/04/17 13:30～16:00(開場13:00) [2]マイクロ

[1]2014/04/19 13:00～18:00 [2]クリプトン・フューチャ

ソフト 北海道支店セミナールーム [3]40名 [4] https://

ー・メディア 会議室 [3]20名 [4] http://atnd.org/

04/19(土)

msevents.microsoft.com/CUI/

events/48515 [5]¥400(学生¥200) [7]Sapporo.cpp

EventDetail.aspx?culture=en-US&EventID=1032581786

[8]@hotwatermorning氏によるBoost.勉強会(05/24に開

[5]無料 [7]日本マイクロソフト株式会社 [8]Windows

催予定。 ccid=14052402)の事前特集、 @h_hiro_氏『STL

Server上のシステムを、オンプレミスからプライベートクラウド

ソースコードリーディング』、 @openlibsys氏『Windows 8/

へ移行するメリット、構築、運営の支援策について解説す

8.1時代のWin32プログラミング』を予定。終了時刻は、予定

る。柿本 岳史氏(マイクロソフト)『マイクロソフトのホステッドプ

(紙版発行時点)。 [ccid]14041901

ライベートクラウド」、舘野 正明氏(さくらインターネット)『さくら

3Dフィギュア作成講座
フィギュア作成講座(
作成講座(4回目)
回目)

インターネットのクラウドサービス概要』、小塚 大介氏(ビズポ

[1]2014/04/24 19:00～20:30 [2]札幌ものづくりオフィス

イント)『BizPointが提供するクラウド移行サポートついて』を予

&カフェSHARE(シェア) [4] https://www.facebook.com/

定。 [ccid]14041702

events/251632448351489/ [5]各回ごとに参加費
\1,500＋スペース利用料\540円。および3Dプリンタ利用

Sencha いろはの「
いろはの「い」＠札幌
」＠札幌
[1]2014/04/23 19:00～21:00 [2]ゼノフィ札幌事業所
[ 3 ] 1 6 名 [ 4 ] http://atnd.org/events/49334 [5] 無 料
[ 7 ] Japan Sencha User Group [8]Sencha 初 心 者 お よ び

04/23(水)

料。 [7]札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア)

04/24(木)

回目。ペイントの手法について学習し、フィギュアの完成を

[8]04/03に開催される同名イベント(ccid=14040301)の4

目指す。 [ccid]14040301

Webアプリ初心者向けのセミナー。HTML5 Webアプリケーシ
ョンフレームワーク Sencha Ext JS / Sencha Touchと開発

未確認情報

ツールの紹介、ハンズオン形式のSencha Touch を利用し
た簡単なアプリケーション構築を予定。講師は、後藤 恭智
氏(ゼノフィ)。 [ccid]14042301

※この欄に書かれた情報は、情報の確認が取れていません。参加の際には、ご自身で
情報をご確認ください。

SaCSS vol.
vol.53 ハンズオン

OffTopic
仮面ライダーアート
仮面ライダーアート展
ライダーアート展
[1]2014/04/26(土)～2014/05/18(日) [2]JRタワー プラニスホール
[4] http://www.jr-tower.com/planishall_news_detail/812 [5] 一般
\800、高大生\600、中学生以下無料

ビブリオバトル番外編
ビブリオバトル番外編。
番外編。映画でもビブリオバトル
映画でもビブリオバトル！
でもビブリオバトル！
[1]2014/05/02(金) 20:30〜22:30(20:00集合) [2]SAPPORO
UNDERGROUND 「NECCO」(札幌市中央区南1条西12丁目 AMSビル4F)
[3]バトラー10名、見学若干名 [4] http://cinebibu.tumblr.com/ [5]
\500(1ドリンク付) [6]バトラー参加者のみ要事前申込。[7]ビブリオバト
ルの映画版。バトラー参加者は映画のポスター、チラシ、ＤＶＤパッケー
ジ（絵がかかれていれば、ＤＶＤそのものでも可）、パンフレットのうち、1～
2マテリアルを持参のこと。発表に関する制約があるので、webページ確
認のこと。

PDF版
PDF版の入手
『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。

[1]2014/04/19(土) 18:00～21:00 [2]札幌市民ホール 第3会議室
[4] http://connpass.com/event/5817/ [5]事前払\1,000当日払
\1500 [7]SaCCS [8]04/26のSaCCSイベント(ccid=14042601)が、開
催日変更された。

JS Girls Sapporo #1 -Chrome Extensions
[1]2014/04/26(土) 13:00～20:00(12:30開場) [2]インフィニットルー
プ 会議室 [3]14名 [4] http://jsgirls-sapporo.doorkeeper.jp/
events/10048 [5]無料 [6]04/21 15:00締切 [7]JS Girls Sapporo
[8]JS Girls札幌開催1回目。セミナーは、泉水 翔吾氏「Google Chrome
拡張機能をつくる」、高梨 ギンペイ氏「プログラミングとは」を予定。後半
は、前半で得た知識とチューターのバックアップの元、それぞれで開発を
行う。

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

 (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)
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イベントクリップ(2014/04/10～2014/10/24)

2014/04/10

帰ってきたFriday
ってきたFriday Night!!
Night!!

勉強会@
勉強会@Sinatra札幌
Sinatra札幌

[1]2014/05/02 19:00～22:00(開場18:30) [2]札幌もの

[1]2014/05/10 18:30～21:00(18:15開場) [2]札幌市
民ホール 会議室5 [3]16名 [4] http://sinatra-

05/02(金)

sapporo.doorkeeper.jp/events/10297 [5]無料

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

[7]Sinatra札幌 [8]RubyのフレームワークであるSinatraの勉
強会。昨年11月の開催に続き2回目。ORMを使ったToDoタ

づくりオフィス&カフェSHARE(シェア) [5]¥1,000(軽食と飲み

05/10(土)

復活。毎月第一金曜日の夜に、札幌カフェとSHAREで月替

スク管理プログラムを作ってSinatraの特徴を体験する。LT

わり交互に開催される。第3回目はShareでの開催。4月末

あり。Ruby、Sinatra、MongoDBをインストールしたPC持参の

日まで、発表者募集中(Share枠2名、札幌カフェ枠2名)。

こと。 [ccid]14051001

希望者は、SHAREの斉藤さまか札幌カフェの眞野さままで。
[ccid]14050201

TeamGeek 読書会@
読書会@札幌 -6
～私達の
私達の「チーム」
チーム」について考
について考える

05/14(水)

[1]2014/05/14 19:00～21:00 [2]リコーITソリューション

05/17(土)～ 05/18(日) 函館・
函館・五稜郭祭

ズ 札幌事業所 [3]10名 [4] http://connpass.com/
event/5830/ [5]無料 [7]SaCCS [8]Brian W.

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#25

Fitzpatrick、Ben Collins-Sussman両氏の著書である"Team

05/21(水)

Geek"の読み合わせを行いながら、「チーム」について、参

[1]2014/05/21 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階
OA研修室 [3]20名 [7]Hokkaido.pm [ccid]14052101

加者全員で考える。今回は、3章「3-5 リーダーシップパタ
ーン」から3章の終わりまでを予定。書籍持参のこと。毎月1

第10回
10回コンシューマ・デバイス＆
コンシューマ・デバイス＆システム(
システム(CDS)
CDS)研究会

回水曜日に開催予定。 [ccid]14051401

[1]2014/05/22～2014/05/23 [2]北海道大学札幌キ

Boost.
Boost.勉強会 #15 札幌

ャンパス 情報科学研究科棟 11F 大会議室 (11-17) [4]

[1]2014/05/24 11:00～18:00 [2]北海道大学札幌キャ

05/22(木)

http://www.sig-cds.net/doku.php?id=cds10 [7]情報処
理学会 コンシューマ・デバイス＆システム研究会 [8]コン

ンパス クラーク会館大集会室 [3]60名 [4] http://

05/23(金)

atnd.org/events/48318 [5]無料 [7]Sapporo.cpp

シューマ・デバイス、コンシューマ・システム、Internet of
Thingsなどを扱う研究会。 [ccid]14052201

[8]C++のライブラリBoost C++ Librariesを話題の中心に置
いた勉強会。Boost以外にも、C++、Qt、OpenCVデータ構

SaCSS vol.
vol.54

造やアルゴリズム、イディオム、プログラムの設計やデザイン

05/24(土)

パターン、他の言語での考え方やアプローチまで幅広い話
題を取り扱う。現在、発表者募集中。(発表希望者は、

[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

@hotwatermorning 氏宛に連絡のこと。) [ccid]14052402

Ohotech特盛
Ohotech特盛#
特盛#9

未確認情報

[1]2014/05/31 14:00～19:00 [2]北見芸術文化ホール

※この欄に書かれた情報は、情報の確認が取れていません。参加の際
には、ご自身で情報をご確認ください。

[4] http://connpass.com/event/5753/ [5]¥500
[7]Ohotech [8]riaf氏『かたつむりにもわかる git 超入門』の
他、まんじゅん氏(SVG、翻訳、生き様3テーマの内、いずれ

05/31(土)

かを予定)、のはこ氏(Photoshop、Microsoft Azure、手芸の
3テーマの内、いずれかを予定)、たかはらさとし氏のトークセ
ッション、およびLTを予定。 [ccid]14053101

WordOnsen Sapporo
〜温泉で
温泉で WordPress ハンズオン〜
ハンズオン〜
[1]2014/05/17(土)～2014/05/18(日) [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

募集
Google STEP(
STEP(夏季エンジニアリングトレーニングプログラム
夏季エンジニアリングトレーニングプログラム)
エンジニアリングトレーニングプログラム)
コンピュータサイエンス関連分野専攻、もしくは専攻志望の学部学生向け
インターンシップ。特に、女性、障碍をもつ学生の積極的参加を希望。応
募締め切りは、2014/05/06 24:00(JST)。詳細は、https://
www.google.com/about/careers/search/?hl=ja_jp&jlo=jajp#%21t=jo&jid=28365001& 参照。

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
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

Google アニタ ボルグ記念奨学金
ボルグ記念奨学金

と]mucleus.jpにメールでお知らせいただくか、http://cc.mucleus.jp のフ

2015 年に学士、修士、博士課程に在籍している女子学生を対象とした
奨学金。締め切りは、2014/05/18 23:59(PST)。詳細は、http://
www.google.com/anitaborg/apac/jp/ 参照。
※ Dr.Anita Borgは、1949年生まれのコンピュータ科学者。2020年まで
に、コンピュータサイエンスの学位を取得する学生における女性の割
合を50%にすることを提唱。

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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2014/04/10

帰ってきたFriday
ってきたFriday Night!!
Night!!

06/01(日) 千歳・
千歳・JAL国際
JAL国際マラソン
国際マラソン

[1]2014/06/06 19:00～22:00(開場18:30) [2]札幌
Cafe [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。毎月第一金曜日の夜に、札幌カフェとSHAREで月替

06/04(水)～06/06(金) 旭川・
旭川・護国神社祭

06/06(金)
06/04(水)～06/08(日) 札幌・
札幌・YOSAKOI ソーラン

わり交互に開催される。第4回目は札幌Cafeでの開催
[ccid]14060601

第125回
125回コンピュータと教育研究発表会
コンピュータと教育研究発表会
[1]2014/06/07 [2]公立はこだて未来大学 [4] http://

オープンソースカンファレンス 2014 北海道

06/07(土)

[1]2014/06/13 13:00～18:00、06/14 10:00～

www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ce125.html [5]E研究会
登録会員無料、情報処理学会学生会員\500、情報処理

18:00(展示は16:00まで) [2]札幌市産業振興センター

学会個人および賛助会員(学生会員を除く)\1,500、非会

[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]道内開催が10回目になっ
たオープンソースを中心とした様々なコミュニティが参加し

員学生\1,000、その他\2,500 [7]情報処理学会 コンピュ

06/13(金)

に関する研究会。 [ccid]14060701

て行われるイベント。06/13は、ビジネスディ(セミナーの

06/14(土)

み。)、06/14は、セミナーと展示が行われる。

ータと教育研究会 [8]教育におけるIT機器利用やITリテラシ

[ccid]14061301

SaCSS vol.
vol.55LT
[1]2014/06/07 18:00～21:00 [2]札幌市民ホール 第3
会議室 [4] http://www.sacss.net/ [7]SaCCS

06/14(金)～06/16(月) 札幌・
札幌・北海道神宮祭

[ccid]14060702

第99回
99回プログラミング研究会
プログラミング研究会

06/15(日) 小樽・
小樽・運河ロードレース
運河ロードレース

[1]2014/06/19～2014/06/20 [2]旭川市民文化会館

06/19(木)

第2会議室 [4] http://www.ipsj.or.jp/sig/pro/
#schedule99 [7]情報処理学会 プログラミング研究会 [8]
プログラミング言語の設計，処理系の実装、理論，基本概
念、環境，支援システム、方法論，パラダイム、およびこれ

06/20(金)

道民カレッジ
道民カレッジ「
カレッジ「ネットワークシステムの運用管理
ネットワークシステムの運用管理」
運用管理」
[1]2014/06/25 09:45～12:00 [2]北海道立教育研究
所 [3]10名 [4] mail : doken-jigyoka@hokaido-c.ed.jp
[5]無料 [6]05/25～06/18の間に申込 [7]北海道立教
育研究所 [8]ネットワークを運用管理する上で必要となるセ

らを利用したシステム開発事例を中心とした研究会。

06/25(水)

[ccid]14061901

CLR/
CLR/H & ヒーロー島
ヒーロー島 ＆ Windows 女子部
合同勉強会 in 札幌

06/28(土)

キュリティの在り方、情報共有の進め方を解説する。講師は
藤村 裕一氏(鳴門教育大学)。 [ccid]14062501

[1]2014/06/28 [2]マイクロソフト 北海道支店セミナール
ーム [3]35名 [4] http://kokucheese.com/event/index/

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。
ccidは、イベントクリップに掲載されているイベントのショートURLです。各イベント

163538/ [5]¥500 [7]CLR/H [8]詳細未定

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

[ccid]14062801

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。

OSC-do

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。

Open Source Conference 2014 Hokkaidoスケジュール
Hokkaidoスケジュール

: 'A'もしくは'a' : 会場地図のページにリダイレクト。

※以下のスケジュールは、変更される可能性があります。最新の情報
は、公式サイト( http://www.ospn.jp/osc2014-do/ )でご確認くださ
い。
・
・
・
・

03/17(月)～04/14(月)
05/09(金)～
05/09(金)～06/07(土)
05/29(木)

: '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。

出展枠、セミナー枠募集
セミナー参加者申込開始
当日スタッフ募集
出展車向け最終案内

http://cc.mucleus.jp/?e=14061301
オープンソースカンファレンス 2014 北海道
[1]2014/06/13 13:00～18:00、06/14 10:00
～18:00(展示は16:00まで) [2]札幌市産業振興
センター [ccid]14061301

利用例 :

o 「OSC-do2014」の申込ページを表示する
OffTopic
TOYAKO マンガ・アニメフェスタ
[1]2014/06/21(土)～2014/06/22(日) [2]洞爺湖温泉街 [4]
http://www.toyako-prj.net/tmaf/ [7]TOYAKOマンガアニメフェスタ
事業推進委員会 [8]洞爺湖温泉街を丸ごと使ったマンガとアニメのイベ
ント。同人誌即売、コスプレ、痛車展示など。

... http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=14061301

o 「OSC-do2014」の会場地図を表示する
.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=14061301a

o EventClipに掲載された「OSC-do2014」の情報を表示する
.. .http://cc.mucleus.jp/srch.rb?e=14061301i
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2014/04/10

プロ生
プロ生 + Sapporo.
Sapporo.cpp + CLR/
CLR/H 合同勉強会

07/02(水)～07/31(木) 札幌・
札幌・City Jazz MUSIC TENT

詳細未定
[1]2014/07/12 [7]CLR/H [ccid]14071201

07/12(土)

07/12(土) 札幌・
・真駒内花火大会
07/10(木)～08/03(日) 札幌・
・Pacific Music Festival

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

07/19(土)～09/28(日) 札幌・
・国際芸術祭

幌カンファレンスセンター [4] https://sateraitoapps.appspot.com/enq/entry?mid=seminar09#saporo

07/25(金)

[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

07/25(金)～07/27(日) 小樽・
・潮まつり

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

7月

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

一般社団法人LOCAL
一般社団法人LOCAL 社員総会

Connectを予定。 [ccid]14072501

日程、場所ほか詳細未定
[8]道内ITコミュニティのハブとして活動している一般社団法

10/22(水)
～10/24(金)

人LOCALの年次社員総会。LOCAL、およびその活動につ

CSS 2014 コンピュータセキュリティシンポジウム 2014

いては、公式サイト( http://www.local.or.jp )参照。

[1]2014/10/22～10/24 [2]札幌コンベンションセンター
[4] http://www.iwsec.org/csec/ [7]情報処理学会 コン
ピュータセキュリティ研究会 [8]同じ会場で「マルウェア対策
研究人材育成ワークショップ 2014」も同時開催。

「印刷版へのイベントフライヤーの
印刷版へのイベントフライヤーの折込
へのイベントフライヤーの折込」
折込」実験を
実験を行います。
います。

[ccid]14102201

各種イベントのフライヤーを折り込んだ印刷版EventClipの配布を試してみよう

10/22(水)
～10/24(金)
MWS 2014 マルウェア対策研究人材育成
マルウェア対策研究人材育成ワークショップ
対策研究人材育成ワークショップ 2014

[1]2014/10/22～10/24 [2]札幌コンベンションセンター
[4] http://www.iwsec.org/csec/ [7]情報処理学会 コン
ピュータセキュリティ研究会 [8]同じ会場で「コンピュータセ

と思っています。当面、実験モードで行いますので、時間的理由や体力的理由
で中止する可能性もありますが、興味のある方は、お問い合わせください。
なお、当面の条件は以下を考えていますが、例外的な受け入れを行う可能
位もありますので、ご相談ください。)

•

用紙サイズは、極力A4サイズ。(B5は受け入れ許容範囲内ですのでご相

•

コミュニティベースのイベント、もしくはコミュニティ紹介のフライヤー、およ

•
•

1号あたり1コミュニティ1枚まで。

•

紙版印刷時までに、折込するフライヤーがEventClipに届いていること。(時

•

体力的時間的理由で、4月～8月の間はフライヤーの印刷代行は、一切

•

9月～3月は、余裕がある範囲内で白黒印刷のフライヤー(ただし、リソグ

キュリティシンポジウム 2014」も同時開催。
[ccid]14102202

凡例
[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

大規模イベント

談ください。ただし、B5以下のサイズやA4以上のものは対象外とします。)

びイベント会場が発行するイベント予定表が対象。

フライヤーの枚数によっては、ホチキス止めすることもあります。この際の
順番指定は受けません。

間的体力的理由で、発行後の折込は行えませんのでご了承ください。)

行えません。

8月以降の
月以降の大規模イベント
大規模イベント(
イベント(IT以外
IT以外)
以外)

ラフ)を受け付けることができるかもしれませんので、この期間に関してはお

※以下のスケジュールは、変更される可能性があります。
最新の情報は、それぞれのサイトでご確認ください。

問い合わせください。

・
・
・
・

08/03(日)
08/15(金)～08/16(土)
08/31(日)
10/05(日)

千歳基地航空祭
ライジング・サン
北海道マラソン
札幌マラソン

このほか、現時点で日付は未定ですが、花火大会(道
新・豊平川、十勝毎日、函館新聞・函館港ほか)が予
定されています。宿泊、移動を伴うイベントを企画され
る時は、ご注意ください。

ご要望に応えられないことや、配布場所によっては折込配布できないケース、
突然利用条件が変更されたり、運用自体が中止される可能性もありますが、ご
理解ください。

ご希望の方、興味をお持ちの方は、タレコミフォーム、メール(cc[あッ
と]mucleus.jp)、もしくはtwitter(@event_clip)でご連絡ください。
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Twitter

2014/04/10

配布させていただける
配布させていただける場所
させていただける場所を
場所を探しています

TwitterにEventClipのアカウントを作ってみました。 @event_clipです。
当面は、新しい版の告知とイベント主催者の方との連絡用の予定です
が、将来的には、新着イベントを流せたらいいなと思っています。
ちゃんと告知をしていないのが悪いのですが、フォローもしていない、
フォローもされていないという、なかなかレアなアカウントになっていま
す。リストにでも登録していただいて、時々のぞいていただけるとうれしい
です。

掲載情報について
掲載情報について
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

EventClipを常設配布させていただける場所を探しています。書店の
コンピュータ関連書コーナーのあたりに置かせていただけるところをご存
知の方、イベント会場で置かせていただけるところをご存知の方、それ
以外のIT系の人たちが集まる場所で、配布させていただける場所をご
存知の方、お知らせいただけるとうれしいです。
また、「勝手に配布」も歓迎ですが、配布場所を把握したり、感謝の
念をお伝えできればと思いますので、ご一報した抱けると助かります。
なお、10部以上必要とされる場合は、印刷したものをお届けすること
も可能ですので、お問い合わせください。
お問い合わせの手段
• 公式サイト( http://cc.mucleus.jp )の「情報登録」フォームを使う
• cc[あっと]mucleus.jp にメールする。
• twitterの@event_clip あてに色々つぶやく。
みなさまのご協力をお待ちしております。

○ 開催場所情報
開催場所

住所/map

ICC Cross×Garden

[map]http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/siminbunka/annaizu.htm
札幌市北区北8条⻄3丁目

札幌エルプラザ

[map]http://www.danjyo.sl-plaza.jp/access/

北⾒芸術⽂化ホール
北海道⽴教育研究所
クリプトン・フューチャー・メディア
公⽴はこだて未来⼤学
札幌コンベンションセンター
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)

TKP札幌カンファレンスセンター
北海道⼤学札幌キャンパス
マイクロソフト 北海道支店セミナールーム
リコーITソリューションズ 札幌事業所





[map]http://www6.ocn.ne.jp/~kitart21/access/5dai.html
江別市⽂京台東町42
[map]http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=56
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
函館市⻲⽥中野町116番地2
[map]http://www.fun.ac.jp/acces/index.html
札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1
[map]http://www.sora-scc.jp/access/index.html
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
[map]http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html

ゼノフィ札幌事業所



北海道北⾒市泉町1丁目2-22

札幌市中央区北1条⻄1丁目

札幌市⺠ホール



[map]http://www.icc-jp.com/ja/access.html
旭川市7条通9丁目50

旭川市⺠⽂化会館

イベントクリップ
webサイト

札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1 1階

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
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
札幌市北区北8条⻄5丁目6
[map]http://www.hokudai.ac.jp/introduction/campus/campusmap/
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
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

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)
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