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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。

WebWebWebWeb制作者制作者制作者制作者もももも必見必見必見必見、、、、一一一一からからからからPhoneGapPhoneGapPhoneGapPhoneGapをををを学学学学ぼうぼうぼうぼう！！！！

そしてそしてそしてそしてHTMLHTMLHTMLHTML5555のののの未来未来未来未来をををを語語語語るるるる

[1]2014/06/13 19:00～21:00 [2]かでる2・7 [3]60名 

[4] http://atnd.org/events/51619 [5]¥500 [7]Japan 

Sencha User Group [8]HTML+Javascript+CSSでスマート

フォンのネイティブアプリケーションを作るためのフレームワ

ーク"PhoneGap"に関するテクニカルセミナー。阿部 正幸

氏(HTML5 fun)「Web制作者からみたPhoneGap」、佐川 夫

美雄氏(HTML5 fun)「PhoneGapを使う理由」、後藤 恭智氏

(Sencha UG)「SenchaとPhoneGap」、酒巻 瑞穂氏

(FireFoxOSコードリーディング)「PhoneGapなんか要らない?」

を予定。HTML5 funとSencha UGの共同開催。 

[ccid]14061302

Drupal Cafe in SAPPORODrupal Cafe in SAPPORODrupal Cafe in SAPPORODrupal Cafe in SAPPORO

[1]2014/06/13 18:30～20:30 [2]札幌市産業振興セン

ター セミナールーム 6 [3]20名 [4] http://atnd.org/

events/51759 [5]無料 [7]Drupal勉強会 [8]オープンソー

スCSSのひとつであるDrupalの最新情報や事例、質問の

他、Web、IT全般に関するテーマについて、気楽に意見交

換できる場。主に関西を中心に開催されてきたイベントの、

札幌開催。 [ccid]14061304

Friday NightFriday NightFriday NightFriday Night!!!!　　　　VolVolVolVol....4 4 4 4 パフォーマーナイトパフォーマーナイトパフォーマーナイトパフォーマーナイト

[1]2014/06/13 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/645617472179405/ 

[5]¥1,000(軽食と飲み物付き) [7]札幌ものづくりオフィス&

カフェSHARE(シェア) [8]今回は、札幌在住のパフォーマー

4組を迎える。参加予定のパフォーマーは、あい氏(バルー

ンアーティスト)、佐々木 圭氏(けん玉パフォーマー)、堂本 

秋次氏(マジシャン)、ロッカ氏(マリオネット) 

[ccid]14061303

第第第第18181818回回回回    CloudStackCloudStackCloudStackCloudStackユーザーユーザーユーザーユーザー会会会会    in in in in 札幌札幌札幌札幌

[1]2014/06/12 18:30～20:30 [2]NTTコミュニケーション

ズ 北海道支店 [3]30名 [4] http://atnd.org/events/

51354 [5]無料 [7]日本CloudStackユーザー会 [8]IaaS型

クラウドを実現するソフトウェアのひとつであるCloudStackの

ユーザー会。クラウドやOSSに興味があるエンジニアやクラウ

ドの中の人と話をしたい人などがターゲット。初心者歓迎。島

崎 聡史氏「日本CloudStackユーザー会 活動紹介」、三島 

匡史氏「CloudStack概要・再入門～いまさら聞けない！？

CloudStackとは～」、島崎 聡史氏「CloudStack上へのデス

クトップ仮想化環境の展開」、および大削 緑氏による講演

(タイトル未定)や導入事例紹介などを予定。 

[ccid]14061201

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]06/05に始まったセミナー

(ccid=14060501)の2回目。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

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

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 13:00～18:20、06/14 10:00～

18:10(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

06/12(木)

06/13(金)

06/14(土)

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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あさひかわあさひかわあさひかわあさひかわ３７３７３７３７でプログラミングセッションでプログラミングセッションでプログラミングセッションでプログラミングセッション

[1]2014/06/15 10:30～12:30 [2]あさひかわ37 [4] 

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

233916660140512/ [5]無料 [7]CoderDojo 

[ccid]14061501

47474747都道府県都道府県都道府県都道府県おじゃましますおじゃましますおじゃましますおじゃまします! ! ! ! フリーランスフリーランスフリーランスフリーランス交流会交流会交流会交流会    in in in in 札幌札幌札幌札幌

[1]2014/06/20 14:00～16:30 [2]札幌市産業振興セン

ター セミナールーム3 [4] https://tixee.tv/event/detail/

eventId/5314 [5]無料 [7]Lancers [8]クラウドソーシング

のLancers全国行脚交流イベント。潮田 沙弥氏(ランサー

ズ)、高崎 良太氏(ブリリアントカラーインターナショナル)、山

岡　優樹氏(Minoribute)、Big-moon氏(ランサーズ・ユーザ

ー)他によるパネルディスカッション「新しい働き方」を考えよ

う」、セミナー「ランサーズ活用術」、情報コーナー、および交

流会を予定。名刺持参のこと。 [ccid]14062003

第第第第2222回回回回インフィニットループインフィニットループインフィニットループインフィニットループ公開勉強会公開勉強会公開勉強会公開勉強会「「「「OpenIL volOpenIL volOpenIL volOpenIL vol....2222」」」」

[1]2014/06/20 19:00～21:00 [2]インフィニットループ 

会議室 [3]40名 [4] http://infiniteloop.doorkeeper.jp/

events/12000 [5]無料 [7]インフィニットループ [8]インフ

ィニットループが、毎週金曜日に社内向けに行っている勉強

会を社外にも公開。齊藤 一誠氏「Unity上でMMDを動かし

てみた」、松本聡氏「コンピュータ・フォレンジックにちょっとだ

け触れてみる」、Luis David氏アプリカティブファンクターと

Haskell 2014版」、山岸 大氏「利益はデータベースの中に

あった!」、佐藤 真乃介氏「5分でわかるVue.js」、先崎 佑弥

氏「DNSキャッシュポイズニングの新手法について」ほかを予

定。 [ccid]14062002

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 [2]札幌エルプラザ 3階 

OA研修室 [3]20名 [4] http://atnd.org/events/52188 

[5]¥300 [7]Hokkaido.pm [8]今回のテーマは、「はじめての

データマイニング」。LT、ビギナーズセッションも予定。 

[ccid]14061801

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

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

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]06/05の同名セミナーの3回目。詳細

は06/12の2回目の説明を参照。 [ccid]14060501

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

Developer Application Contest Developer Application Contest Developer Application Contest Developer Application Contest 2222ndndndnd
NTTドコモとNTTドコモ・ベンチャーズによるアプリケーションコンテス
ト。協賛企業(ゼンリンデータコム、日経新聞、EPSON、 VUZIX、 
DENSO、 OMRON、リクルートライフスタイル、日本交通、GClue、 
SmartValue、Evetnote)各社から提供されたAPIやツール、デバイ
スを利用したアプリケーションも可。「ヘルスケア」「トラベル」「デバ
イス」の4部門賞や協賛企業による賞も予定。募集期間は07/17
～07/31。 詳細は、 https://dev.smt.docomo.ne.jp/
?p=common_page&p_name=appcontest_2nd 参照。
なお、このコンテストに伴う関連イベントが、以下の予定で札幌市内
で開催される。
・ "観光×デバイス" アイデアソンin札幌

2014/06/18 18:00～22:00 @ ICC Cross×Garden
・ "観光×デバイス" ハッカソンin札幌

2014/06/28～2014/06/29  @ ICC Cross×Garden

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

06/15(日)

06/18(水)

06/20(金)

06/19(木)

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

募集 & イベント
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ネットショップネットショップネットショップネットショップ担当者担当者担当者担当者フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム2014 2014 2014 2014 in in in in 札幌札幌札幌札幌

[1]2014/06/27 13:30～16:50(開場13:00) [2]国際ホ

ール [3]100名 [4] https://netshop.impress.co.jp/

event/201406sapporo [5]無料 [7]インプレスビジネスメデ

ィア [8]白山 達也氏(ヤフー)「eコマース革命 ～Yahoo!ショ

ッピングの今後の戦略について～」、渡邊 和行氏(ユーザー

ローカル)「スマホ・PCサイトで成果を出したベルリッツ、オー

トバックスの分析手法～ヒートマップ分析でユーザー行動を

見える化する～」、松本 順士氏(エスアンドティーパートナー

ズ)「たった4年で年商30億　「売れているお店の方程式」」、

および江尻 俊章氏(ウェブ解析士協会)、岡田 倫子氏(カル

ビー)、天井 秀和氏(インフォマークス)、高山 隆司氏(スクロ

ール360)、森戸 裕一氏(ネットショップ能力認定機構)、益

子 貴寛氏(サイバーガーデン)によるパネルディスカッション

「失敗しないネットショップ業者の選び方・業界裏事情」を予

定。 [ccid]14062701

Agile Japan Agile Japan Agile Japan Agile Japan 2014 2014 2014 2014 サテライトサテライトサテライトサテライト<<<<札幌札幌札幌札幌>>>>

[1]2014/06/27 10:00～16:30(開場09:30) [2]ちえりあ

(札幌市生涯学習センター) 中研修室1 [3]40名 [4] 

http://agilesapporo.doorkeeper.jp/events/11736 

[5]¥500 [7]アジャイル札幌 [8]「集まろう、そしてひろげよ

う」をテーマに、開催されるAgile Japanの札幌サテライト会

場。午前中は水野 和敏氏(元日産GT-R開発総責任者)に

よる基調講演を中継で、午後は「ソフトウェアの現場」という

テーマでワーク共有や話し合いを行う。 [ccid]14062702

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 05050505))))

[1]2014/06/28 13:00～16:00(開場12:30) [2]Sapporo 

cafe [3]20名 [4] http://connpass.com/event/6640/ 

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

淳氏「帰ってきました」、佐々木 大輔氏「AWSで楽々！スパ

イクアクセス対応」、都元 ダイスケ氏「CFnとBeanstalkで

Blue-Green Deployment」、能登 諭氏「Run Spark on EMR

ってどんな仕組みになってるの?」、望月 政夫氏「Packerと

Chefで構築を楽しよう」、清野 剛史氏「Web Speech APIと

Web MIDI APIでいっこく堂をしてみる」、および甲木 洋介氏

とsuzuki.ryo氏による講演(タイトル未定)の他、フリートークを

予定。 [ccid]14062804

第第第第15151515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]2014/06/24 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階 

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

589081734539364 [5]¥500 [7]北海道の楽しい100人 

[8]今回は火曜日開催(開催日に注意)。登壇者は、池内 

潤樹氏(こども人形劇場こぐま座)、松井 健太郎氏(インフィ

ニットループ)、前田 和哉氏(アシルスフィーダ北海道ＡＦ

Ｃ)、平島 美紀江氏(のこたべ)を予定。[ccid]14062401

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

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]06/05の同名セミナーの3回目。詳細

は06/12の2回目の説明を参照。 [ccid]14060501

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

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 10:00～18:20(開場09:30) [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)、上本 亮介氏、松浦 正樹氏(ともにヒーロー島)

ほか、Windows女子部、CLR/Hメンバーの発表を予定。前

日に前夜祭、翌日富良野ツアーも予定されている。 

[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

06/27(金)

06/26(木)

06/24(火)

06/25(水)

06/28(土)

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。

募集



イベントクリップ(2014/06/12～2014/10/24) 2014/06/10

#140610-P01 | 発⾏⽇ : 2014年06月10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

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。

Friday NightFriday NightFriday NightFriday Night!!!!　　　　VolVolVolVol....5555

[1]2014/07/04 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) [5]¥1,000(軽食と飲み

物付き) [7]札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア) 

[8]6月末日まで、発表者募集中。希望者は、SHAREの斉

藤さままで。 [ccid]14070401

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

にくきうにくきうにくきうにくきう先生先生先生先生とととと    つくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼう！！！！自作自作自作自作スマホスマホスマホスマホHMDHMDHMDHMD編編編編

[1]2014/07/05 13:30～16:30 [2]札幌市北区民センタ

ー 娯楽室 [3]15名 [4] http://atnd.org/events/51765 

[5]¥1,500 [7]近未来ガジェット研究所 [8]100円均一の材

料を用いて、自分のスマートフォンをHMD(ヘッドマウントディ

スプレイ)化するワークショップ。iPhoneはiPhone4S以降、

Androidは4.0以降を推奨。3Dゲーム用VRヘッドマウントディ

スプレイであるOculusRiftの体験会も行われる予定。 

[ccid]14070501

クリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクール    in in in in さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ    2014201420142014

[1]2014/07/12 13:00～18:00 [2]札幌市立大学サテラ

イトキャンパス [3]20名 [4] http://

ccss.lab.sugimototatsuo.com/2014/ [7]札幌市立大学デ

ザイン学部メディアデザインコース 杉本達應研究室 [8]プロ

グラミングでビジュアルやオーディオを生成したり、データを

可視化したりする技法「クリエイティブ・コーディング」を実習

を通して学習する。講座ページで紹介されている各種ソフト

ウェアをインストールしたノートPC(Mac OS X 10.8以降、もし

くはWindows 7以降)持ち込みのこと。1回目は、杉本 達應

氏(札幌市立大学)によるオリエンテーションと、クリエイティ

ブコーディング初心者向けの「Processingでコーディング」。

2回目以降は、07/26、08/30、および09/13に開催予

定。。 [ccid]14071202

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

[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

CSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPOROCSS Nite in SAPPORO, , , , VolVolVolVol....14141414「「「「選選選選ばれるばれるばれるばれるECECECECサイトサイトサイトサイト」」」」

[1]2014/07/06 13:00～18:30(開場12:30) [2]ICC 

Cross×Garden [3]100名 [4] http://cssnite-

sapporo.jp/vol14/ [5]早割(06/14 15:00までの決

済)\5,000、前売\6,000、当日\7,000の他、フォローアッ

プ参加料金(\4,000)あり。詳細は、イベントページ参照 

[7]CSS Nite in SAPPORO [8]ECサイトの改善、効果的な運

営、成果の獲得に役立つ6つのセッションで構成。鷹野 雅

弘氏(スイッチ)による基調講演「こんなECサイトはイヤ

だ！」、たにぐち まこと氏(エイチツーオー・スペース)「スマー

トデバイスにおける、ECサイトのあり方」、神森 勉氏(KDDIウェ

ブコミュニケーションズ)「セレクトショップ型ECサイト運営の裏

側みせます」、辻 正浩氏(so.la)「いま取り組むべきECサイト

のSEO」、益子 貴寛氏(サイバーガーデン )「ECサイトのメー

ルマガジン10の法則」、小川 卓氏(サイバーエージェント)

「ECサイトで「もう一度、購入したい！」と思ってもらうための

戦略と分析事例」の他、ショートセッションなどを予定。 

[ccid]14070601

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####27272727

[1]2014/07/16 19:00～21:00 [7]Hokkaido.pm 

[ccid]14071601

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、過去
1年間(OSC 2013～OSC 2014の間)に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」受賞候補者を募集中。自薦他薦を
問わない。募集締切は06/30。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。
詳細はLOCAL公式ページ( http://www.local.or.jp/2014/06/
3013.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

TED x Sapporo TED x Sapporo TED x Sapporo TED x Sapporo 2014 2014 2014 2014 ～ ～ ～ ～ YOU x IYOU x IYOU x IYOU x I
[1]2014/07/13 13:00～17:30(開場10:00) [2]北翔大学 北
方圏学術情報センタ PORTO [4] http://tedxsapporo.com/

event/tedxsapporo-2014/ [5]¥7,000(学生¥5,000) [7]TED 
x Sapporo [8]今回は、北海道にゆかりのあるスピーカーによるト
ークセッション。植松 努氏(植松電機)、大島 直行氏(伊達市噴
火湾文化研究所)、荻田 泰永氏(北極冒険家)、櫻井 大樹氏
(北海道情報大学) / 佐々木 忍弥氏(津軽三味線奏者)、美馬 
のゆり氏(はこだて未来大学)、渡邊 優香氏(ソプラノ歌手)のセッ
ションを予定。 [ccid]14071301

OffTopic

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....56565656

[1]2014/07/19 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]14071901

07/03(木)

07/04(金)

07/06(日)

07/05(土)

07/12(土)

募集

07/25(金)

07/16(水)

07/19(土)
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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

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。

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

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

・ 07/12(土) 札幌・真駒内花火大会
・ 07/19(土)～09/28(日) 札幌・国際芸術祭
・ 07/20(日) 函館・函館港花火大会
・ 07/25(金) 札幌・豊平川花火大会

室蘭・港まつり
・ 07/25(金)～07/27(日) 小樽・潮まつり
・ 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WROWROWROWRO((((World Robot OlympiadWorld Robot OlympiadWorld Robot OlympiadWorld Robot Olympiad))))札幌大会札幌大会札幌大会札幌大会

[1]2014/08/16 09:30～16:00 [2]北海道大学札幌キャ

ンパス 学術交流会館 [4] http://hokkaido-robot.com/

?page_id=24 [5]\2,000/1名。コーチ分は無料。 [7]北海

道ロボット教育推進協議会 [8]自律型ロボットによる国際的

なロボットコンテスト。今回の札幌大会は、小学校高学年（4

〜6年生）2人～3人+18歳以上のコーチ1人の3〜4人１組

のチームを対象とする。優勝チームは、WRO全国大会への

出場資格を得る。 [ccid]14081601

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

クリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクール    in in in in さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ    2014201420142014

[1]2014/07/26 13:00～18:00 [2]札幌市立大学サテラ

イトキャンパス [3]20名 [4] http://

ccss.lab.sugimototatsuo.com/2014/ [7]札幌市立大学デ

ザイン学部メディアデザインコース 杉本達應研究室 

[8]07/12、08/30、および09/13にも開催される同名イベ

ント(ccid=14071202)の2回目。2回目は、山田 興生氏に

よる「D3.jsでデータビジュアライゼーション」。対象者は、

Excelで描くグラフに限界を感じていたり、イラストレータでイ

ンフォグラフィックを描くことに違和感を感じている人など。 

[ccid]14071202

クリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクール    in in in in さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ    2014201420142014

[1]2014/08/30 13:00～18:00 [2]札幌市立大学サテラ

イトキャンパス [3]20名 [4] http://

ccss.lab.sugimototatsuo.com/2014/ [7]札幌市立大学デ

ザイン学部メディアデザインコース 杉本達應研究室 

[8]07/12、07/26、および09/13にも開催される同名イベ

ント(ccid=14071202)の3回目。3回目は、石田 勝也氏(札

幌市立大学)による「Max/MSPでVJパフォーマンス」。 

[ccid]14071202

クリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクールクリエイティブ・コーディング・スクール    in in in in さっぽろさっぽろさっぽろさっぽろ    2014201420142014

[1]2014/09/13 13:00～18:00 [2]札幌市立大学サテラ

イトキャンパス [3]20名 [4] http://

ccss.lab.sugimototatsuo.com/2014/ [7]札幌市立大学デ

ザイン学部メディアデザインコース 杉本達應研究室 

[8]07/12、07/26、および08/30にも開催される同名イベ

ント(ccid=14071202)の4回目。4回目は、田所 淳氏による

「openFrameworksでアルゴリズミック表現」。フレームワーク

openFrameworksを使ってコードによる生成的な表現をステ

ップバイステップで体験する。対象者は、プログラムによる表

現に興味を持っている人。 [ccid]14071202

第第第第14141414回回回回ロボット・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    札幌大会札幌大会札幌大会札幌大会

[1]2014/09/14 13:00～17:00 [2]札幌市青少年科学

館 ２階特別展示室 [4] http://www.robot-triathlon.org/

2014/index.html [7]ロボット・トライアスロン運営委員会 [8]

北海道内の大学生を対象としたロボット・コンテスト。ライント

レース・風船割り・迷路の3種競技を連続して行う。ルール

など詳細は、http://www.robot-triathlon.org 参照。競技

参加申し込みは、08/18(月)～08/29(金)。 

[ccid]14091401

SICEWEEKSICEWEEKSICEWEEKSICEWEEK2014201420142014

[1]2014/09/14～2014/09/15 [2]札幌市青少年科学

館 [4] http://www.sice.or.jp/sice2014/

siceweek2014jp.html [5]無料一部イベントは、科学館の入

場料金が必要。 [7]計測自動制御学会 [8]一般向けに計

測制御技術を紹介するイベント。講演、ロボットの展示

(09/14を予定)、ロボット工作教室(09/14午後、および

09/15を予定)の他、ロボットトライアスロン

(ccid=14091401)も併催される。 [ccid]14091402

サッポロクリエイティブキャンプサッポロクリエイティブキャンプサッポロクリエイティブキャンプサッポロクリエイティブキャンプ2014201420142014
北海道から優れたコンテンツを発信することを目指して、学生からプロのクリエータまでを
ターゲットとした10回シリーズのスキルアップ講座。ハンズオンセミナではないが、PCを持
ち込んで講師の話を確認しながら聴講可能。参加料は無料。ICC CrossxGardenもしくは
札幌市産業振興センターで開催。詳細は、http://www.ezokitchen.co.jp/scc2014 。
・ 06/07 3Dモデリングとアニメーション(講師 : 高木 敏光氏(タカギズム) )
・ 06/14 ローポリゴン3D(講師 : 高木 敏光氏(タカギズム) )
・ 06/21, 06/22 iPhoneアプリ開発(講師 : 大重 美幸氏(ロクナナ) )
・ 07/11 書籍出版(講師 : 田中 宏明氏(エアーダイブ) )
・ 07/26 デジタルサウンドツール(講師 : 二川 淳氏(音極道) )
・ 08/02 jQuery(講師 : 二川 淳氏(音極道) )
・ 08/09 CSS設計(講師 : 長谷川 広武氏(SaCCS) )
・ 09/06, 09/07 Unity(講師 : 廣 鉄夫 氏(インクリメント・ディ) )

10/22(水)
～10/24(金)

08/16(土)

07/26(土)

09/05(金)

08/30(土)

09/13(土)

09/14(日)

09/15(月)

シリーズ

大規模イベント
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○ 開催場所情報

イベントクリップ
webサイト � 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

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

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/

NTTコミュニケーションズ 北海道支店
札幌市中央区北1条⻄7丁目 パシフィックマークス札幌北1条ビル 8F
 [url]http://www.ntt.com/aboutus/domestic.html

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/

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

札幌市北区⺠センター
札幌市北区北25条⻄6丁目
 [map]http://www6.ocn.ne.jp/~kitakuce/access/tizu.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

札幌市教育⽂化会館
札幌市中央区北1条⻄13丁目
 [map]http://www.kyobun.org/etc/access.html

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

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/

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

札幌コンベンションセンター
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

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

札幌市⻘少年科学館
札幌市厚別区厚別中央1条5-2-20
 [map]http://www.ssc.slp.or.jp/museum#page11

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

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

北翔⼤学 北方圏学術情報センタ PORTO
札幌市中央区南1条⻄22丁目1の1
 [url]http://www.hokusho-u.ac.jp/studentlife/campusguide/porto

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

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


