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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。

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。

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。

第第第第2222回釧路回釧路回釧路回釧路OSSOSSOSSOSSコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ札幌支部勉強会札幌支部勉強会札幌支部勉強会札幌支部勉強会

[1]2014/05/20 19:00～21:00 [2]インフィニットループ 

会議室 [4] 申し込みは基本的に不要(@tenyawanya へお

知らせ頂けると人数が把握出来て嬉しい) [5]無料 [7]釧路

OSSコミュニティ札幌支部勉強会 [8]テーマは、「PHPや

Rubyを利用して、文章を自動生成させてみる」。終了後、希

望者による食事を兼ねた懇親会も予定。 [ccid]14052001

WebWebWebWebサイトのサイトのサイトのサイトの改善提案改善提案改善提案改善提案トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    札幌札幌札幌札幌

[1]2014/05/21 13:30～17:00(開場13:00) [2]韓国文

化会館 5F ホール [3]20名 [4] https://ssl17.heteml.jp/

cybergarden/biz/offer/ [5]¥9,000カード、もしくは銀行振

込よりる前払いのみ。 [7]サイバーガーデンbiz [8]Webサイ

トの問題点を発見し改善のためのアクションプランを考える

立場の人向けのセミナー。実際にワークを行うことで、実践

的知識の理解を目指す。講師は、益子 貴寛氏(サイバーガ

ーデン)。 [ccid]14052102

凡例凡例凡例凡例        

[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

IBM Cloud Exchange IBM Cloud Exchange IBM Cloud Exchange IBM Cloud Exchange 2014201420142014

～ ～ ～ ～ エンジニアのためのクラウドエンジニアのためのクラウドエンジニアのためのクラウドエンジニアのためのクラウド「「「「SoftLayerSoftLayerSoftLayerSoftLayer」」」」

[1]2014/05/19 10:00～12:30(開場09:00) [2]ロイトン札

幌 [3]100名 [4] http://www-06.ibm.com/services/jp/

info/leaders-forum2014-spring/ice/?REF=O38 [5]無

料 [6]05/12締切 [7]日本IBM [8]「エンジニアによるエンジ

ニアのためのクラウドシステム」と言われるIBMのクラウドサー

ビスSoftLayerの体験セミナー。山下 克司氏(日本

IBM)「IBM Cloud - SoftLayerが世界で選ばれる理由」、クラ

ウド・マイスターズ「SoftLayer体験セッション - IBM Cloudを

もっと身近に感じてみよう!」を予定。 [ccid]14051901

05/18(日)

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
セミナーセミナーセミナーセミナー申申申申しししし込込込込みみみみ期間期間期間期間

05/09(月)～ 
http://www.ospn.jp/osc2014-do

05/20(火)

05/17(土)～ 05/18(日) 函館函館函館函館・・・・五稜郭祭五稜郭祭五稜郭祭五稜郭祭

CoderDojoCoderDojoCoderDojoCoderDojo

[1]2014/05/18 10:20～12:40 [2]CoCoDe(旭川市市民

活動交流センター) [4] https://www.facebook.com/

events/298638150294244 [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やアプリケーション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]14051801

05/19(月)

05/21(水)

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####25252525

[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 [4] http://atnd.org/events/50513 

[5]¥300 [7]Hokkaido.pm [8]今回のテーマは「WAFを使っ

て、作ってみよう！」。LT、ビギナーズセッションも予定。 

[ccid]14052101

第第第第10101010回回回回コンシューマ・デバイスコンシューマ・デバイスコンシューマ・デバイスコンシューマ・デバイス＆＆＆＆システムシステムシステムシステム((((CDSCDSCDSCDS))))研究会研究会研究会研究会

[1]2014/05/22～05/23 [2]北海道大学札幌キャンパス 

情報科学研究科棟 11F 大会議室 (11-17) [4] 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

05/22(木)

05/23(金)

第第第第15151515回回回回ホリデーナイト・ビブリオバトルホリデーナイト・ビブリオバトルホリデーナイト・ビブリオバトルホリデーナイト・ビブリオバトル
[1]2014/05/30(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://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。

先生先生先生先生！！！！なぜなぜなぜなぜ僕僕僕僕らはらはらはらは学校学校学校学校にににに通通通通うのでしょううのでしょううのでしょううのでしょう？？？？
[1]2014/05/30 18:00～20:00 [2]内田洋行札幌ユビキ
タス協創広場 U-cala [4] https://www.facebook.com/

events/550747361712391/?ref=5 [5]¥1,000(学生無
料) [7]Scoopo [8]学生、教員、社会人と様々な立場から
今の学校に対して感じていることを話し合うコミュニケーショ
ンイベント。 [ccid]14053002

OffTopic
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05/28(水)

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    「「「「アジャイルなアジャイルなアジャイルなアジャイルな開発開発開発開発のののの現場現場現場現場」」」」

[1]2014/05/28 19:00～20:30 [2]札幌市民ホール 第3

会議室 [4] http://agilesapporo.doorkeeper.jp/events/

10856 [5]¥100 [7]アジャイル札幌 [8]札幌市内のアジャ

イルな現場で働く3名のソフトウェア開発者による事例紹介。

阿部氏(トラスティア)「現場で楽しく効率UP」、鈴木氏(東京

エレクトロン)「チーム解散ふりかえり」、前鼻氏(リコーITソリュ

ーションズ)「アイデアの出し方」を予定。 [ccid]14052801

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 [3]45名 [4] http://connpass.com/event/6112/ 

[5]¥1,000(学生¥500) [7]SaCCS [8]阿部 正幸氏(KDDIウ

ェブコミュニケーションズ)「HTML5で人気のGeolocationと

WebRTCについて」、長谷川広武氏(SaCCS)「Grunt？デザ

イナーの業務効率化？タスクランナーの導入基礎知識」ほ

かを予定。 [ccid]14052401

05/27(火)

ビッグデータ・オープンデータビッグデータ・オープンデータビッグデータ・オープンデータビッグデータ・オープンデータ利活用推進利活用推進利活用推進利活用推進セミナーセミナーセミナーセミナー

[1]2014/05/27 14:00～17:00(開場13:30) [2]ホテルポ

ールスター札幌 2階 コンチェルト [3]100名 [4] mail : 

hok-ict@soumu.go.jp / fax : 011-709-2482 「ビッグデ

ータ・オープンデータ利活用推進セミナー参加希望」と記入

し、氏名、団体名、所属、連絡先(電話番号等）を明記のこ

と。 / http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2014/

0421d.html [5]無料 [7]北海道総合通信局 [8]「ビッグデ

ータ」「オープンデータ」の利活用の取り組みについて解説す

る。稲田 修一氏(東京大学)「ビッグデータ活用でイノベーシ

ョンを起こすには」、牧田 泰一氏(鯖江市)「LODつながる“デ

ータシティ鯖江”」、中村 慎二氏(NTT) 「ビッグデータで社

会価値創造を」 を予定。 [ccid]14052701

05/24(土)

Movable Type Movable Type Movable Type Movable Type 6 6 6 6 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

[1]2014/05/24 13:00～17:00 [2]Wall セミナールーム 

[3]40名 [4] http://peatix.com/event/34985 [5]無料 

[7]MT蝦夷 [8]Movable Type の基本操作から Movable 

Type 6 の新機能 Data API の操作までをハンズオン形式

で学ぶセミナー。長内 毅志氏(シックス・アパート)「Movable 

Typeのインストールと基本操作(仮)」、永谷 理氏(スカイア

ーク)「DataAPIでできること(仮)」、LT、事例紹介を予定。 

[ccid]14052403

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セミナーセミナーセミナーセミナー申申申申しししし込込込込みみみみ期間期間期間期間

05/09(月)～  http://www.ospn.jp/osc2014-do

BoostBoostBoostBoost....勉強会勉強会勉強会勉強会    ####15 15 15 15 札幌札幌札幌札幌

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

ンパス クラーク会館大集会室 [3]60名 [4] http://

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

[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

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

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、

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

05/25(日)

SapporoSapporoSapporoSapporo....vimvimvimvim

[1]2014/05/25 13:00～17:00 [2]インフィニットループ 

会議室 [3]20名 [4] http://atnd.org/events/49000 [5]

無料 [7]Sapporo.vim [8]東京からのゲストを迎えて実施さ

れるVimユーザの「もくもく会」(「もくもく会」については、

http://geekhouse.tumblr.com/post/8001184745 参

照)。LT発表者も募集中。PCをご持参ください。

[ccid]14052501

セキュリティキャンプセキュリティキャンプセキュリティキャンプセキュリティキャンプ2014201420142014
若年層のセキュリティ人材育成と発掘のための4泊5日の合宿研
修。今年は、08/12～08/16に、クロス・ウェーブ幕張で開催され
る。参加資格は、「2015年3月31日現在で、日本国内に居住す
る、22歳以下の学生・生徒」。自宅から会場までの交通費や宿泊
費、食事を含めて無料。応募締切は、06/16 17:00。詳細は、
http://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2014/zenkoku2014.html 。

募集

UNITYUNITYUNITYUNITY県人会県人会県人会県人会    in Sapporoin Sapporoin Sapporoin Sapporo

[1]2014/05/24 13:00～19:00 [2]札幌コンファレンスホ

ール [3]50名 [4] http://atnd.org/events/50473 [5]無

料 [7]Photon Cloud [8]ゲーム・アプリ開発に関わるプログ

ラマー、デザイナー、エンジニア、ディレクター、プロデューサ

ー、インディデベロッパーや学生が対象。 小林 信行氏と安

藤 圭吾氏(ともにユニティ・テクノロジーズ・ジャパン)「ユニテ

ィちゃんで遊ぼう!」、主婦氏と 近藤 “GOROman” 義仁氏(エ

クシヴィ)「主婦ゆに!トークセッション」、クリプトン・フューチャ

ー・メディア「SONICWIRE/UNITY Assetの紹介」、

PhotonCloud日本運営事務局「UnityでPhotonを使って1時

間でオンラインゲーム作っちゃおう」、CRI・ミドルウェア「サウ

ンドエンジン・ムービー再生エンジン紹介」の他、Oculus体験

会も予定。PhotonワークショップにはUnityインストール済み

のPCが必要。 [ccid]14052404

初心者向初心者向初心者向初心者向けけけけAWSAWSAWSAWS設計設計設計設計ノウハウノウハウノウハウノウハウ講座講座講座講座

[1]2014/05/24 13:30～17:00(開場13:15) [2]カタオカ

ビル 5A会議室 [3]12名 [4] http://

www.affordance.co.jp/seminar/20140524-1/ [5]無料 

[7]アフォーダンス [8]AWS初心者、およびAWSを使ってみ

たい人向け。堀内氏(アマゾンデータサービス)「CDPを活用

したAWS設計の概要説明及び演習」の他、AWS設計ワーク

ショップやレビューを予定。参加資格は、「AWSのアカウント

持っていること」「EC2やEBS、S3などを触った事があること」

「Terminal経由でLinuxが使えること」。 [ccid]14052405

厚岸厚岸厚岸厚岸    ハックハックハックハック((((ツツツツ))))

[1]2014/05/24～2014/05/25 [4] https://

www.facebook.com/events/302772376540621/ [7]

厚岸 ハック(ツ) [8]ICTと地理空間情報を活用した農・漁村

の振興に関する研究会および交流会。 [ccid]14052406

凡例凡例凡例凡例        

[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
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IGDAIGDAIGDAIGDAスカラーシップスカラーシップスカラーシップスカラーシップ
 コンピュータエンタテインメントデベロッパーズカンファレンス(CEDEC, 
2014/09/01～09/04)のレギュラーパス、もしくは東京ゲームショウ
(TGS,2014/09/17～09/21)の参加権が与えられるスカラーシップ。応募
条件は、 日本語か英語の日常会話ができること、および、 将来日本のゲ
ーム業界に進みたいという強い意識を持っている 18歳以上の専門学校
生・短大生・大学生・大学院生。詳細は、http://ifigdaj.blogspot.jp/
2014/05/igda-for-cedec-2014.html 参照。締め切りは06/30(月)。
同時に、スカラーシップ参加者からのゲーム開発についての質問を受けた
り、キャリアについて助言を行ったり、業界内の人脈を紹介することで刺激
を与えるメンターも募集中。

第第第第22222222期札幌期札幌期札幌期札幌・・・・経営者経営者経営者経営者・・・・企業家企業家企業家企業家のためののためののためののためのWebWebWebWeb活用塾活用塾活用塾活用塾((((1111回目回目回目回目))))

[1]2014/06/05 18:30～20:30 [2]正文舎 ミーティング

ルーム [3]4回通しで\25,000名 [4] http://

www.websuccess.jp/seminar-form/mailform.php 

[7]WEBサクセス [8]WEBによる集客、ソーシャルメディアや

紙媒体との連携、WEBに適した表現の習得を目指すセミナ

ー。講師は、白藤沙織氏と蝦名未希子氏(ともにWEBサクセ

ス)。 [ccid]14060501

募集

帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたFriday NightFriday NightFriday NightFriday Night!!!!!!!!

[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

わり交互に開催される。第4回目は札幌Cafeでの開催

[ccid]14060601

06/01(日) 千歳千歳千歳千歳・・・・JALJALJALJAL国際国際国際国際マラソンマラソンマラソンマラソン

06/04(水)～06/06(金) 旭川旭川旭川旭川・・・・護国神社祭護国神社祭護国神社祭護国神社祭

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

06/06(金)

06/05(木)

第第第第125125125125回回回回コンピュータとコンピュータとコンピュータとコンピュータと教育研究発表会教育研究発表会教育研究発表会教育研究発表会

[1]2014/06/07 [2]公立はこだて未来大学 [4] http://

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

学会個人および賛助会員(学生会員を除く)\1,500、非会

員学生\1,000、その他\2,500 [7]情報処理学会 コンピュ

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

に関する研究会。 [ccid]14060701

06/07(土)

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....55555555LTLTLTLT

[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 

[ccid]14060702

iOSiOSiOSiOS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！！！！

[1]2014/05/31 15:30～18:30 [2]かでる2・7 1070会議

室 [3]40名 [4] http://connpass.com/event/6280/ [5]

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

樹氏(クラスメソッド)「クラスメソッド流iOSアプリチーム開発に

ついて」、 田宮 宙比己氏「iOSサウンドTIPS〜アプリサウンド

の作成から再生まで」、小室 啓氏(クラスメソッド)「あなたの

モバイルアプリ開発を超加速。お手軽Parse入門」、能登 要

氏「 iOSグラフィックTIPS〜アプリサイズ肥大化への処方」を

予定。 [ccid]14053102

OhotechOhotechOhotechOhotech特盛特盛特盛特盛####9999

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

[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

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

05/31(土) JimdoCafe JimdoCafe JimdoCafe JimdoCafe 札幌札幌札幌札幌　　　　meetingmeetingmeetingmeeting

[1]2014/05/31 13:00～16:00 [2]Sapporo cafe [3]30

名 [4] http://jimdocafe-sapporo.doorkeeper.jp/events/

11096 [5]¥1,000費用には、ドリンク、お菓子代込 

[7]JimdoCafe 札幌 [8]Jimdoユーザー向けセミナー+交流

会。山本 良子氏(KDDIウェブコミュニケーションズ)「つくるだ

けでは終らないホームページのマーケティング」浅木 輝美

氏(WEBデザイン研究所BEE)「Jimdoプチカスタマイズ講座』

の他、ユーザーによる発表もあり。 [ccid]14053103

実務実務実務実務でででで活活活活かせるかせるかせるかせる「「「「HTMLHTMLHTMLHTML」」」」とととと「「「「CSSCSSCSSCSS」」」」のののの基本知識基本知識基本知識基本知識をををを再確認再確認再確認再確認((((1111回目回目回目回目))))

[1]2014/06/05 19:30～21:00 [2]パソナテック 札幌支

店 研修ルーム [3]10名 [4] http://

www.pasonatech.co.jp/skill_up/event/

sapporo140529.jsp [5]無料 [7]パソナテック 札幌支店 

[8]『作りながら学ぶ HTML/CSSデザインの教科書』を使い

ながら、実践で使えるHTMLやCSSの知識を基礎から学習

する5回コース。HTMLやCSSのコーディング実務の経験者

や独習者で、知識を再確認したい人が対象。1回目は

「HTML基礎[HTMLの基本ルールと各種タグについて]」。講

師は 長谷川 広武氏(HAM WORKS, SaCCS)。 

[ccid]14060502

05/30(金)

レノボ・ソリューションセミナーレノボ・ソリューションセミナーレノボ・ソリューションセミナーレノボ・ソリューションセミナー2014201420142014

～～～～    スマートデバイススマートデバイススマートデバイススマートデバイス導入導入導入導入にににに対対対対するするするする最適解最適解最適解最適解をををを

[1]2014/05/30 13:45～17:00(開場13:15) [2]シュラト

ン札幌ホテル [4] https://www.lenovo-event.jp/public/

seminar/view/1 [5]無料05/20締切 [7]レノボ・ジャパン 

[8]垂見 智真氏(レノボ)「実際の導入事例に学ぶスマートデ

バイス導入のヒントとコツ」、小林 直史氏(マイクロソフト)

「Windowsタブレットの活用実績とクラウド連携（仮）」荒谷 茂

伸氏(NECキャピタルソリューション)「ICT所有から利用の時

代へ（ハードウエア、ソフトウエア、業務アウトソーシング）」

「知らないと損！　最新テクノロジーの活用で業務の効率化

（セキュリティ、運用管理）!」および、各社による展示を予

定。 [ccid]14053001

LOCALLOCALLOCALLOCAL感謝賞感謝賞感謝賞感謝賞
 北海道のITコミュニティハブのひとつである一般社団法人LOCALが、活発
なコミュニティ活動を行っている個人や団体に贈る「LOCAL感謝賞」受賞
候補者を募集する。募集期間は、06/05～06/30(予定)。詳細はLOCAL
公式ページ( http://www.local.or.jp )。表彰は、7月に開催されるLOCAL
定例総会(日程未定)で行われる。

募集
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道民道民道民道民カレッジカレッジカレッジカレッジ「「「「ネットワークシステムのネットワークシステムのネットワークシステムのネットワークシステムの運用管理運用管理運用管理運用管理」」」」

[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

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

06/25(水)

第第第第99999999回回回回プログラミングプログラミングプログラミングプログラミング研究会研究会研究会研究会

[1]2014/06/19～2014/06/20 [2]旭川市民文化会館 

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

らを利用したシステム開発事例を中心とした研究会。 

[ccid]14061901

06/20(金)

TOYAKO TOYAKO TOYAKO TOYAKO マンガ・アニメフェスタマンガ・アニメフェスタマンガ・アニメフェスタマンガ・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。

OffTopic

IT Solution ForumIT Solution ForumIT Solution ForumIT Solution Forum

[1]2014/06/18 [4] http://www.canon-sas.co.jp/ev/

ITSF2014/index.html [7]キヤノンシステムアンドサポート 

[8]様々なITソリューションを用いて、「労働環境の向上や業

務改善」「セキュリティ対策」「コスト削減」「BCP事業継続計

画」を実現する方法をセミナー、展示を通して解説する。 

[ccid]14061801

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####26262626

[1]2014/06/18 19:00～21:00 [7]Hokkaido.pm 

[ccid]14061801

06/18(水)

第第第第22222222期札幌期札幌期札幌期札幌・・・・経営者経営者経営者経営者・・・・企業家企業家企業家企業家のためののためののためののためのWebWebWebWeb活用塾活用塾活用塾活用塾((((3333回目回目回目回目))))

[1]2014/06/19 18:30～20:30 [2]正文舎 ミーティング

ルーム [3]4回通しで\25,000名 [4] http://

www.websuccess.jp/seminar-form/mailform.php 

[7]WEBサクセス [8]詳細は、06/05の同名セミナーの3回

目(ccid=14060501)参照。 [ccid]14060501

06/19(木)

第第第第22222222期札幌期札幌期札幌期札幌・・・・経営者経営者経営者経営者・・・・企業家企業家企業家企業家のためののためののためののためのWebWebWebWeb活用塾活用塾活用塾活用塾((((2222回目回目回目回目))))

[1]2014/06/12 18:30～20:30 [2]正文舎 ミーティング

ルーム [3]4回通しで\25,000名 [4] http://

www.websuccess.jp/seminar-form/mailform.php 

[7]WEBサクセス [8]詳細は、06/05の同名セミナーの2回

目(ccid=14060501)参照。 [ccid]14060501

06/12(木)

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 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  

[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

て行われるイベント。06/13は、ビジネスディ(セミナーの

み。)、06/14は、セミナーと展示が行われる。 

[ccid]14061301

06/13(金)

06/14(金)～06/16(月) 札幌札幌札幌札幌・・・・北海道神宮祭北海道神宮祭北海道神宮祭北海道神宮祭

06/15(日) 小樽小樽小樽小樽・・・・運河運河運河運河ロードレースロードレースロードレースロードレース

06/14(土)

Open Source Conference Open Source Conference Open Source Conference Open Source Conference 2014 2014 2014 2014 HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido
※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。

・ 05/09(金)～ セミナー参加者申込開始
・ 05/09(金)～06/07(土) 当日スタッフ募集
・ 05/29(木) 出展者向け最終案内

OSC-do

実務実務実務実務でででで活活活活かせるかせるかせるかせる「「「「HTMLHTMLHTMLHTML」」」」とととと「「「「CSSCSSCSSCSS」」」」のののの基本知識基本知識基本知識基本知識をををを再確認再確認再確認再確認((((2222回目回目回目回目))))

[1]2014/06/12 19:30～21:00 [2]パソナテック 札幌支

店 研修ルーム [3]10名 [4] http://

www.pasonatech.co.jp/skill_up/event/

sapporo140529.jsp [5]無料 [7]パソナテック 札幌支店 

[8]06/05に始まる同名イベント(ccid=14060502)5回シリ

ーズの2回目。「CSS基礎［CSSの基本ルールと各種プロパ

ティ・値について］」。講師は 長谷川 広武氏(HAM WORKS, 

SaCCS)。 [ccid]14060509

実務実務実務実務でででで活活活活かせるかせるかせるかせる「「「「HTMLHTMLHTMLHTML」」」」とととと「「「「CSSCSSCSSCSS」」」」のののの基本知識基本知識基本知識基本知識をををを再確認再確認再確認再確認((((3333回目回目回目回目))))

[1]2014/06/19 19:30～21:00 [2]パソナテック 札幌支

店 研修ルーム [3]10名 [4] http://

www.pasonatech.co.jp/skill_up/event/

sapporo140529.jsp [5]無料 [7]パソナテック 札幌支店 

[8]06/05に始まる同名イベント(ccid=14060502)5回シリ

ーズの3回目。テーマは「ブラウザの開発ツールによるサイト

の構成把握方法と簡易スタイルチェックと変更」。講師は 

長谷川 広武氏(HAM WORKS, SaCCS)。 [ccid]14060502

凡例凡例凡例凡例        

[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

TeamGeek TeamGeek TeamGeek TeamGeek 読書会読書会読書会読書会@@@@札幌札幌札幌札幌    ----7777

～～～～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]2014/06/18 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/6436/ [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、4章「4章 有害な

人に対処する」を予定。書籍持参のこと。毎月1回水曜日に

開催予定。 [ccid]14061802
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CSS CSS CSS CSS 2014 2014 2014 2014 コンピュータセキュリティシンポジウムコンピュータセキュリティシンポジウムコンピュータセキュリティシンポジウムコンピュータセキュリティシンポジウム    2014201420142014

MWS MWS MWS MWS 2014 2014 2014 2014 マルウェアマルウェアマルウェアマルウェア対策研究人材育成対策研究人材育成対策研究人材育成対策研究人材育成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    2014201420142014

[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。

[ccid]14102201

10/22(水)
～10/24(金)

7777月以降月以降月以降月以降のののの大規模大規模大規模大規模イベントイベントイベントイベント((((ITITITIT以外以外以外以外))))
※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。

・ 08/03(日) 千歳基地航空祭
・ 08/15(金)～08/16(土) ライジング・サン
・ 08/31(日) 北海道マラソン
・ 10/05(日) 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。

大規模イベント

06/28(土)

CLRCLRCLRCLR////H H H H & & & & ヒーローヒーローヒーローヒーロー島島島島    ＆＆＆＆    Windows Windows Windows Windows 女子部女子部女子部女子部

合同勉強会合同勉強会合同勉強会合同勉強会    in in in in 札幌札幌札幌札幌

[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/

163538/ [5]¥500 [7]CLR/H [8]講師は、ジニアス平井

氏、澤　円氏(ともにマイクロソフト)ほかを予定。全日に前夜

祭、翌日富良野ツアーを予定。 [ccid]14062801

サポートスキルをブラッシュアップサポートスキルをブラッシュアップサポートスキルをブラッシュアップサポートスキルをブラッシュアップ

～～～～Windows Windows Windows Windows 8888のインストールとのインストールとのインストールとのインストールと構成構成構成構成

[1]2014/06/28 10:00～17:00 [2]パソナテック 札幌支

店 セミナールーム [3]16名 [4] http://

www.pasonatech.co.jp/skill_up/event/tokuten0628.jsp 

[7]パソナテック 札幌支店 [8]Windows 8ベースのコンピュ

ータへのインストール自動化や各種管理、ネットワーク構成

に必要な知識を、Hyper-Vを使った実習を通して実習す

る。2014年4月1日時点でパソナテックから派遣就業中の

方対象。 [ccid]14062802

07/25(金)～07/27(日) 小樽・・・・潮潮潮潮まつりまつりまつりまつり

07/10(木)～08/03(日) 札幌・・・・Pacific Music FestivalPacific Music FestivalPacific Music FestivalPacific Music Festival

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

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

プロプロプロプロ生生生生    + + + + SapporoSapporoSapporoSapporo....cpp cpp cpp cpp + + + + CLRCLRCLRCLR////H H H H 合同勉強会合同勉強会合同勉強会合同勉強会

詳細未定

[1]2014/07/12 [2]内田洋行札幌ユビキタス協創広場 

U-cala [7]CLR/H [ccid]14071201

07/12(土) 札幌・・・・真駒内花火大会真駒内花火大会真駒内花火大会真駒内花火大会

07/19(土)～09/28(日) 札幌・・・・国際芸術祭国際芸術祭国際芸術祭国際芸術祭

第第第第22222222期札幌期札幌期札幌期札幌・・・・経営者経営者経営者経営者・・・・企業家企業家企業家企業家のためののためののためののためのWebWebWebWeb活用塾活用塾活用塾活用塾((((4444回目回目回目回目))))

[1]2014/06/26 18:30～20:30 [2]正文舎 ミーティング

ルーム [3]4回通しで\25,000名 [4] http://

www.websuccess.jp/seminar-form/mailform.php 

[7]WEBサクセス [8]詳細は、06/05の同名セミナーの4回

目(ccid=14060501)参照。 [ccid]14060501

06/26(木)

実務実務実務実務でででで活活活活かせるかせるかせるかせる「「「「HTMLHTMLHTMLHTML」」」」とととと「「「「CSSCSSCSSCSS」」」」のののの基本知識基本知識基本知識基本知識をををを再確認再確認再確認再確認((((4444回目回目回目回目))))

[1]2014/06/26 19:30～21:00 [2]パソナテック 札幌支

店 研修ルーム [3]10名 [4] http://

www.pasonatech.co.jp/skill_up/event/

sapporo140529.jsp [5]無料 [7]パソナテック 札幌支店 

[8]06/05に始まる同名イベント(ccid=14060502)5回シリ

ーズの4回目。テーマは「ウェブサイト構築実践１［制作全体

流れとコーディング手順について］」。講師は 長谷川 広武

氏(HAM WORKS, SaCCS)。 [ccid]14060502

07/12(土)

実務実務実務実務でででで活活活活かせるかせるかせるかせる「「「「HTMLHTMLHTMLHTML」」」」とととと「「「「CSSCSSCSSCSS」」」」のののの基本知識基本知識基本知識基本知識をををを再確認再確認再確認再確認((((5555回目回目回目回目))))

[1]2014/07/03 19:30～21:00 [2]パソナテック 札幌支

店 研修ルーム [3]10名 [4] http://

www.pasonatech.co.jp/skill_up/event/

sapporo140529.jsp [5]無料 [7]パソナテック 札幌支店 

[8]06/05に始まる同名イベント(ccid=14060502)5回シリ

ーズの5回目。テーマは「ウェブサイト構築実践２［実際の制

作と気をつけるポイントについて］」。講師は 長谷川 広武氏

(HAM WORKS, SaCCS)。 [ccid]14060502

07/03(木)

07/20(日) 函館・・・・函館港花火大会函館港花火大会函館港花火大会函館港花火大会((((予定予定予定予定))))

07/25(金) 札幌・・・・豊平川花火大会豊平川花火大会豊平川花火大会豊平川花火大会((((予定予定予定予定)/)/)/)/室蘭室蘭室蘭室蘭・・・・港港港港まつりまつりまつりまつり07/25(金)

ソフトウェアテストシンポジウムソフトウェアテストシンポジウムソフトウェアテストシンポジウムソフトウェアテストシンポジウム    2014 2014 2014 2014 北海道北海道北海道北海道

「「「「現場現場現場現場がががが喜喜喜喜ぶソフトウェアテストぶソフトウェアテストぶソフトウェアテストぶソフトウェアテスト」」」」

[1]2014/09/05 09:30～ [2]札幌市教育文化会館 [4] 

http://jasst.jp/symposium/jasst14hokkaido.html 

[5]¥3,990 [7]JaSST北海道　実行委員会 [8]ソフトウェア

テスト技術の向上を目的とするシンポジウム。ターゲットは、

テスト専門職種、企画・営業、設計・実装などの観点から

「品質」を考える立場、および開発全体を通じての「品質」に

責任を持つ立場の人。基調講演は、和田 卓人氏(タワー

ズ・クエスト)。受付開始は7月を予定。 [ccid]14090501

09/05(金)
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○ 開催場所情報

イベントクリップ
webサイト

TwitterTwitterTwitterTwitter

　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。

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

� 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。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)/ジェイ・ジェイ・エス北海道

開催場所 住所/map

旭川市⺠⽂化会館
旭川市7条通9丁目50
 [map]http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/siminbunka/annaizu.htm

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
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/

カタオカビル
札幌市中央区南2条⻄3丁目13
 [url]http://www.kataoka-bld.com/

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

北海道⽴教育研究所
江別市⽂京台東町42
 [map]http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=56

公⽴はこだて未来⼤学
函館市⻲⽥中野町116番地2
 [map]http://www.fun.ac.jp/acces/index.html

CoCoDe(旭川市市⺠活動交流センター)
旭川市宮前通東
 

Sapporo cafe
札幌市北区北8条⻄5丁目2-3 札幌公務員受験学院ビル5F
 [map]http://sapporo-cafe.jp/access.html

札幌コンファレンスホール
札幌市中央区 南2条⻄2丁目10番富樫ビル6F
 [url]

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

シュラトン札幌ホテル
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5-25
 [map]http://www.sheraton-sapporo.com/information/access.html

正⽂舎
札幌市白石区菊水2条1丁目4-27
 [map]http://www.websuccess.jp/company/info.html

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

パソナテック 札幌支店
札幌市中央区北5条⻄2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 16F
 [map]http://www.pasonatech.co.jp/corp_info/access/sapporo.jsp

ホテルポールスター札幌
札幌市中央区北4条⻄6丁目
 [map]http://www.polestar-sapporo.com/access/

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

内⽥洋⾏札幌ユビキタス協創広場 U-cala
札幌市中央区北1条東4丁目 札幌ファクトリー1条館1階
 [map]http://www.uchida.co.jp/company/showroom/u-cala.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


