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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。

[ccid]14091401

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「「「「JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript」」」」とととと「「「「jQueryjQueryjQueryjQuery」」」」[[[[2222回目回目回目回目]]]]

[1]2014/09/18 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/

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

[8]09/11スタートの同名イベント(5回シリーズ)の2回目。1

回目に引き続き「jQueryの基礎」を学習する。講師は、

SaCCSの長谷川 広武氏。Google Chromeとエディタが使用

できるPCの持ち込みは必須ではないが推奨。 

[ccid]14091101

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「「「「JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript」」」」とととと「「「「jQueryjQueryjQueryjQuery」」」」[[[[1111回目回目回目回目]]]]

[1]2014/09/11 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/

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

[8]「JavaScript」と「jQuery」の基礎を中心に解説する5回シ

リーズ。講師は、SaCCSの長谷川 広武氏。1回目のテーマ

は、「JavaScriptの基礎、jQueryの基礎」。Google Chromeと

エディタが使用できるPCの持ち込みは必須ではないが推

奨。 [ccid]14091101

JAZUGJAZUGJAZUGJAZUG札幌支部第札幌支部第札幌支部第札幌支部第4444回勉強会回勉強会回勉強会回勉強会featfeatfeatfeat....CLRCLRCLRCLR////HHHH

～～～～デプロイデプロイデプロイデプロイ王子王子王子王子からからからからAzureAzureAzureAzureをををを学学学学ぼうぼうぼうぼう!!!!～～～～

[1]2014/09/13 13:30～18:00 [2]マイクロソフト 北海道

支店セミナールーム [3]30名 [4] http://

jazugsapporo.doorkeeper.jp/events/14230 [5]無料 

[7]JAZUG(Japan Windows Azure User Group) [8]デプロイ

王子こと廣瀬 一海さん（＠kazumihirose )による初心者向

け、ゆるふわな「Microsoft Azure超入門編」と「濃いいいい

いMicrosoft Azure」を予定。 [ccid]14091301

SICEWEEKSICEWEEKSICEWEEKSICEWEEK2014201420142014

[1]2014/09/14～15 両日とも10:00～16:00, [2]札幌市

青少年科学館 [4] http://www.sice.or.jp/sice2014/

siceweek2014_contents/index.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。09/14

は、13時～17時にロボットトライアスロン

(ccid=14091401)、14時～15時半に小学校低学年向けミ

ニロボット製作ワークショップ(無料)を予定。09/15は、10時

～15時に小学校4年生～中学生向けお絵描きロボット製作

ワークショップ(無料)、15時～16時に深谷 健一氏(北海学

園大)による講演「ロボット作り教育」を予定。 

[ccid]14091402

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####29292929

[1]2014/09/17 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階 

OA研修室 [4] https://atnd.org/events/56267 

[7]Hokkaido.pm [8]テーマは「続・なんとかジェネレーターを

作ろう!」。YAPC::Asiaのお土産話、LTなども予定。 

[ccid]14091701

09/11(木)

09/13(土)

09/15(月・祝)

09/17(水)

09/18(木)

09/14(日)

さっぽろオータムフェストさっぽろオータムフェストさっぽろオータムフェストさっぽろオータムフェスト2014201420142014

[1]2014/09/12(金)～2014/09/28(日) 10:00～20:30 

FAR EAST FAR EAST FAR EAST FAR EAST コンテンポラリーアートコンテンポラリーアートコンテンポラリーアートコンテンポラリーアート2014201420142014
[1]2014/08/10(日)～2014/09/14(日) [2] 北見市留辺蘂町旧大
和小学校跡、山の水族館周辺、おんねゆ温泉街、みどりの森 [4] 
https://www.facebook.com/far.east.contemporary2014 [5]無料 [7] 
Far East コンテンポラリーアート2014実行委員会 [8] 北見地方、およ
びオホーツク圏にゆかりのある現代アート作家70名超が参加する現代ア
ートフェスティバル。ワークショップやコンサートなども予定。

第第第第8888回映画回映画回映画回映画でもビブリオバトルでもビブリオバトルでもビブリオバトルでもビブリオバトル
[1]2014/09/20(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://cinebibu.tumblr.com/ 
[5] \500(1ドリンク付)  [6]バトラー参加者のみ、前日までに要事前申込 
[7]バトラーが、映画のポスターやフライヤー、DVDパッケージ、パンフレッ
トなどを使っておすすめの映画を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「一番観たい映画」の投票でチャンプを
決定する。パワーポイント、レジュメの使用は不可。

OffTopic

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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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

    9999////24 24 24 24 最終回最終回最終回最終回

[1]2014/09/24 19:00～21:00 [2]リコーITソリューション

ズ 札幌事業所 [4] http://agilesapporo.doorkeeper.jp/

events/14714 [5]無料 [7]アジャイル札幌 [8]Scrum 

Boot Camp The Bookを読みながら、参加者の現場につい

て話し合うことで、改善案の共有や実践ヒントを考える。最

終回は、P250のシーン24「やり残したことはないかい?」か

ら。"Scrum Boot Camp The Book"持参のこと。 

[ccid]14092401

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「「「「JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript」」」」とととと「「「「jQueryjQueryjQueryjQuery」」」」[[[[3333回目回目回目回目]]]]

[1]2014/09/25 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/

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

[8]09/11スタートの同名イベント(5回シリーズ)の3回目。こ

の回から3回連続で、サイト制作においてよく使われる機能

の作成実例を紹介する。講師は、SaCCSの長谷川 広武

氏。Google Chromeとエディタが使用できるPCの持ち込み

は必須ではないが推奨。 [ccid]14091101

UXUXUXUX----Sapporo × CSS Nite in SAPPOROSapporo × CSS Nite in SAPPOROSapporo × CSS Nite in SAPPOROSapporo × CSS Nite in SAPPORO「「「「UXUXUXUXスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル」」」」

[1]2014/09/27 13:30～17:30 [2]韓国文化会館 5階 

ホール [3]45名 [4] http://peatix.com/event/48583 

[5]¥4,500早割(09/12まで)\3,500。 [7]UX-Sapporo [8]

坂本 貴史氏(ネットイヤーグループ)「仮説で進めるUXデザ

イン 〜Hypothesis-based Design within UX Design〜」、

李 優未氏(リーグラフィ)「中小企業向けサイトのUX手法」、

河原 覚(さくらインターネット)「インフラ企業で働くフロントエン

ドエンジニアの挑戦〜「さくらVPS」新コントロールパネルがで

きるまで〜」を予定。 [ccid]14092704

GGGG* * * * 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    Z Z Z Z 札幌札幌札幌札幌    2014201420142014

[1]2014/09/27 14:00～18:30 [2]つうけんアドバンスシ

ステムズ 会議室 [3]30名 [4] http://

jggug.doorkeeper.jp/events/14341 [5]無料 [7]JGGUG(

日本 Grails/Groovy ユーザーグループ) [8]Java 仮想マシ

ン上で動作するGroovy, Grails, Gradle, Spock, vert.x とい

った Groovy 関連技術をテーマに首都圏で開催されている

勉強会の札幌開催。「Groovy とそのエコシステム 」(山田 

正樹氏)、「Grails であれをあれする話」「Groovy な GUI ア

プリケーション」(2題ともに奥 清隆氏)、「Spock 入門」(杉浦 

孝博氏)、「Gradle どうでしょう」(綿引 琢磨氏)、 (奥 清隆

氏)のセッションとLTを予定。 [ccid]14092702

SaCSS volSaCSS volSaCSS volSaCSS vol....58585858

[1]2014/09/27 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/8307/ 

[5]¥1,000(学生¥500) [7]SaCCS [8]10/04に開催される

Director's Night(ccid=14100401)のプレイベント。西山 泰

史氏(ジャクスタポジション)「だから、Webディレクターはやめ

られない Z」、斉藤 睦氏(フェリクシード)「納得しながら進む

ためのヒアリング〜設計〜デザインまで」、長谷川 広武氏

(HAM MEDIA MEMO)「忘れてませんか？漏れてません

か？ 技術のディレクション」、蝦名 未希子氏(正文舎)「失

敗は成功のもと。Webディレクターのライフハック10選。」を

予定。 [ccid]14092703

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

[1]2014/09/27 13:00～18:00 [2]ICC Cross×Garden 

[3]25名 [4] http://www.zusaar.com/event/6587005 

[5]無料 [7]iPhone Dev Sap [8]要iOS実機+Xcodeインスト

ール済みMac。全員で自己紹介を兼ねた身近な発表も行

う。フリートーク、フリー発表、フリー開発など。 

[ccid]14092701

09/23(火・祝)

09/25(木)

09/27(土)

UUUU----16 16 16 16 釧路釧路釧路釧路プログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテスト

[1]2014/09/23 13:00～(開場12:30) [2]釧路市生涯学

習センターまなぼっと幣舞 [4] http://procon.kushi.ro/

contest [5]無料 [7]U-16釧路プログラミングコンテスト実

行委員会 [8]釧路市及び近郊の中学校・高等学校に在籍

している16歳以下(高校1年生以下)の中高生対象のプログ

ラミング、およびディジタルコンテンツ作成のコンテスト。競技

部門は、Rubyを使った対戦型宝探しゲームのキャラクター

ロジックの作成。作品部門は、CG、ウェブコンテンツ、音楽な

ど。 [ccid]14092301

09/24(水)

さっぽろオータムフェストさっぽろオータムフェストさっぽろオータムフェストさっぽろオータムフェスト2014201420142014

[1]2014/09/12(金)～2014/09/28(日) 10:00～20:30 [2]

大通公園1・5・6・7・8・10・11丁目、札幌駅、藻岩山、創成川

東、定山渓、円山、すすきの  [4] http://www.sapporo-

autumnfest.jp/  [8]札幌市内各所で開催される「食の祭典」。

昨年の来場者数は、165万人余。今年は、会場を拡大して開催

する。

テクノテクノテクノテクノ手芸部手芸部手芸部手芸部

[1]2014/09/20 13:00～14:30 [2]札幌ものづくりオフィス

&カフェSHARE(シェア) [4] http://www.sharedesign.biz 

[7]テクノ手芸部 [ccid]14092001

09/20(土)

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]2014/09/27(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。

OffTopic

みんなのサザエさんみんなのサザエさんみんなのサザエさんみんなのサザエさん展展展展
[1]2014/09/10(水)～2014/09/23(水・祝) 10:00～19:00 
[2]JRタワー プラニスホール  [4] http://
www.sazaesan45.com [5] \500(小中高生\400)  [7]フジテレ
ビ [8]1969年に放送が始まったサザエさんの45周年を記念した
全国巡回展。サザエさんシアター、磯野家のジオラマ展示など。

OffTopic
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enPiT WiT enPiT WiT enPiT WiT enPiT WiT 第第第第2222回定例会回定例会回定例会回定例会

[1]2014/10/09 17:00～18:30 [2]公立はこだて未来大

学 [4] http://enpit-wit.doorkeeper.jp/events/13661 

[5]無料 [7]enPiT女性部会WiT(Women in Information 

Technology ) [8]女性IT技術者養成・キャリア教育に関す

る最近の動向および意見交換や調査を行うenPIT(分野・知

識を超えた実践的情報教育協働ネットワーク。事務局は大

阪大学大学院)の女性部会による定例ミーティング。女性IT

技術者にかかわる身近な話題を取り上げてディスカッション

を予定。未来大学以外にも、各大学からの個別参加も可

能。 [ccid]14100901

『「『「『「『「納品納品納品納品をなくせばうまくいくをなくせばうまくいくをなくせばうまくいくをなくせばうまくいく』』』』出版記念出版記念出版記念出版記念イベントイベントイベントイベント

〜〜〜〜倉貫倉貫倉貫倉貫さんとさんとさんとさんと語語語語るるるる会会会会〜〜〜〜

[1]2014/10/05 13:40～15:40(開場13:20) [2]かでる2・

7 5階 550会議室 [3]40名 [4] http://

agilesapporo.doorkeeper.jp/events/14876 [5]¥500 [7]

アジャイル札幌 [8]アジャイル開発を用いた「納品のない受

託開発」の考案者である倉貫義人氏(ソニックガーデン)によ

るセッションとディスカッション。 [ccid]14100501

DirectorDirectorDirectorDirector''''s Night Vols Night Vols Night Vols Night Vol....2222

[1]2014/10/04 15:30～18:00(開場15:15) [2]インフィ

ニットループ 会議室 [3]20名 [4] http://

dnsapporo.connpass.com/event/8329/ [5]¥500 

[7]Director's Night [8]「そこんとこ実際どうなの？札幌のウ

ェブ制作ディレクションみんながどうしてるのか聞いてみよう!

ライトニングトーク大会」と名打った2回目のDirector's 

Night(1回目は、2013年9月)は、高橋 朋代氏と森 智 佳

子氏の司会でLTを行う。スピーカーは、伊庭野 寛子氏(イ

デアシーディー)、川原田 このみ氏(川原田このみデザイン

事務所)、六角 美鈴氏(ESSENTIALS)他を予定。 

[ccid]14100401

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「「「「JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript」」」」とととと「「「「jQueryjQueryjQueryjQuery」」」」[[[[5555回目回目回目回目]]]]

[1]2014/10/08 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/

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

[8]09/11スタートの同名イベント(5回シリーズ)の最終回。

前回に引き続き、サイト制作においてよく使われる機能の作

成実例を紹介する。講師は、SaCCSの長谷川 広武氏。

Google Chromeとエディタが使用できるPCの持ち込みは必

須ではないが推奨。 [ccid]14091101

TeamGeek TeamGeek TeamGeek TeamGeek 読書会読書会読書会読書会@@@@札幌札幌札幌札幌    ----最終回最終回最終回最終回

～～～～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]2014/10/08 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/8555/ [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。最終回は、6章の2「ユー

ザーとの関係を管理する」から最後までを予定。書籍持参

のこと。 [ccid]14100801

10/08(水)

10/03(金)

10/04(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「「「「JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript」」」」とととと「「「「jQueryjQueryjQueryjQuery」」」」[[[[4444回目回目回目回目]]]]

[1]2014/10/02 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/

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

[8]09/11スタートの同名イベント(5回シリーズ)の4回目。前

回に引き続き、サイト制作においてよく使われる機能の作成

実例を紹介する。講師は、SaCCSの長谷川 広武氏。

Google Chromeとエディタが使用できるPCの持ち込みは必

須ではないが推奨。 [ccid]14091101

アピアリーズアピアリーズアピアリーズアピアリーズ    Developers Workshop for iOSDevelopers Workshop for iOSDevelopers Workshop for iOSDevelopers Workshop for iOS

[1]2014/10/03 15:00～18:00 [2]インターネットイニシア

ティブ 札幌支店 会議室 [3]30名 [4] http://

www.zusaar.com/event/14587004 [5]無料 [7]株式会

社アピアリーズ [8]「アピアリーズ」を利用したiOSアプリ開発

のハンズオン。「アピアリーズ」がAPIの形で提供するモバイル

アプリのバックエンド共通機能を利用することで、サーバサイ

ド機能を使ったアプリケーション開発を簡素化できる。講師

は、植田 洋次氏。Xcodeインストール済みのMac必須。iOS

端末実機持ち込みとiOS Developer Programへの加入を推

奨。 [ccid]14100301

10/02(木)

10/05(日)

札幌国際短編映画祭札幌国際短編映画祭札幌国際短編映画祭札幌国際短編映画祭2014201420142014

[1]2014/10/08(水)～2014/10/13(月・祝) [2]札幌プラザ

2・5、シアターキノ、EDiT [7]SAPPOROショートフェスト実行委員

会 [8]2006年から続いているショートフィルムの上映会・マーケ

ット、映像教育、アワードなどの総合イベント。 

そらちそらちそらちそらち炭鉱炭鉱炭鉱炭鉱のののの記憶記憶記憶記憶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2014201420142014

[1]2014/08/23(土)～2014/10/13(日・祝) 11:00～

16:00(旧唐松駅・JR清水沢駅・鉄塔作品・清水沢ズリ山)、それ

以外の会場は、期間中の土曜・日曜・祝日 10:30～17:00[2] 

[夕張清水沢]旧北炭清水沢火力発電所・北炭清水沢炭鉱ズリ

山・JR清水沢駅待合室(夕張市清水沢清栄町ほか)、[奔別]旧

住友奔別炭鉱選炭施設内石炭積み出しホッパー(三笠市奔別

町)、[北炭送電線鉄塔の道]北炭送電線鉄塔・旧朝日駅・旧唐

松駅(夕張市～岩見沢市～三笠市) [4] http://sora-coal-

art.info/about2014 [5] 無料 [7]札幌市立大学 [8]空知地方

の炭鉱施設跡を舞台に展開されるアートフェスティバル。道内の

現代アート作家を中心に20名余が参加。炭鉱跡の会場では、ガ

イドツアーあり。09/20と09/21の18:30～21:00には、住友赤平

立坑のライトアップも予定。どの会場も足元悪いので注意のこと。

OffTopic

セキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプ2014201420142014
これまで首都圏のみで年1回の開催だったセキュリティキャンプ(全
国大会)の関連イベントとして開催される、若年層のセキュリティ人
材育成と発掘のための1泊2日の合宿研修。札幌では、11/01～
11/02に、札幌市産業振興センタ他で開催される。参加資格は、
「2015年3月31日現在で、日本国内に居住する、25歳以下の学
生・生徒」で、11/01に宿泊できる人。応募締切は、10/06 
17:00。詳細は、http://www.security-camp.org/minicamp/
data/2014MC_Hokkaido.pdf  。

募集

札幌札幌札幌札幌マラソンマラソンマラソンマラソン        [1]2014/10/05(日) 

10/09(木)



イベントクリップ(2014/09/11～2014/12/06) 2014/09/11

#140911-P01 | 発⾏⽇ : 2014年09月11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。

CSS CSS CSS CSS 2014201420142014

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

[1]2014/10/22～2014/10/24 [2]札幌コンベンションセ

ンター [4] http://www.iwsec.org/css/2014/ [7]情報処

理学会 コンピュータセキュリティ研究会 [8]コンピュータセキ

ュリティの基礎となる理論・技術，通信プロトコル，コンピュー

タアーキテクチャ，オペレーティングシステム，アプリケーショ

ン，適用事例，管理運用，さらに心理学・社会科学的考察

までの幅広いセキュリティに関連する研究，技術の発展と普

及，ならびに研究者，技術者相互の情報交換と協力の 促

進を目的としたシンポジウム。 [ccid]14102201

MWS MWS MWS MWS 2014201420142014

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]2014/10/22～2014/10/24 [2]札幌コンベンションセ

ンター [4] http://www.iwsec.org/mws/2014/ [7]情報

処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 [8]サイバークリ

ーンセンター ハニーポットで収集しているボット観測データ

や 研究者コミュニティから提供されたデータを「研究用デー

タセット」として活用するワークショップ。 [ccid]14102202

HAKODATE Developers ConferenceHAKODATE Developers ConferenceHAKODATE Developers ConferenceHAKODATE Developers Conference

[1]2014/10/25 11:00～(開場10:30) [2]函館市中央図

書館 視聴覚ホール [3]150名 [4] http://

devcon.hakoika.jp/devcon/ [5]無料 [7]はこだてIKA [8]IT

エンジニア、およびITエンジニアになるべく勉強中の方を対

象としたセミナー。寺田 佳央氏(オラクル)「JavaOne 2014 

サンフランシスコの最新レポートについて」、西村 直人氏(永

和システムマネジメント)「アジャイルのススメ」、和田 卓人氏

(タワーズ・クエスト)「デベロッパーテスティング-テストを書き

ながらコードを書く技術-」、高橋 哲也氏(アットウェア)「いま

さら聞けないNoSQL」、山口 能迪氏(Google)「今日からGO

言語」などのセッションの他、未来大、函館高専の展示ブー

スも予定。 [ccid]14102502

SECCON SECCON SECCON SECCON 2014 2014 2014 2014 札幌大会札幌大会札幌大会札幌大会

[1]2014/10/25 [2]札幌市産業振興センター [4] 

http://2014.seccon.jp/ [5]無料 [7]SECCON実行委員会 

[8]情報セキュリティ技術者の育成とスキルの高度化、およ

び技術者の交流をめざして開催されるセキュリティ競技会。

札幌開催のテーマは、IP Spoofing。 [ccid]14102501

Developers Festa Sapporo Developers Festa Sapporo Developers Festa Sapporo Developers Festa Sapporo 2014201420142014

～～～～rererere::::Start Start Start Start そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい次代次代次代次代へへへへ動動動動きききき始始始始めるめるめるめる

[1]2014/10/31 10:00～17:45 [2]札幌コンベンションセ

ンター [3]400名 [4] http://www.devfesta.jp/ [5]無料 

[7]さっぽろ産業振興財団 [8]国内外のIT業界の第一線で

活躍する方を講師に迎えて、様々なジャンルの最新情報の

提供と、参加者の技術力向上や交流、今後のビジネスヒント

を得ることを目的とした、企業関係者、自治体関係者向けイ

ベント。予定されている講師は、佐藤 直生氏(マイクロソフ

ト)、片山 暁雄氏(アマゾンデータサービスジャパン)、寺田 

佳央氏(オラクル)、岡本 充洋氏(セールスフォース・ドットコ

ム)、細川 宣啓氏(IBM)、神崎 善司氏(バリューソース)、新

野 淳一氏(publickey)、天野 勝氏(永和システムマネジメン

ト)、渡部 卓央氏(アフォーダンス)、古山 浩司氏(アグレック

ス)の各氏。 [ccid]14103101

10/22(水)

10/24(金)

10/26(日)

10/25(土)

10/31(金)

マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト    ジャパンジャパンジャパンジャパン    パートナーコンファレンスパートナーコンファレンスパートナーコンファレンスパートナーコンファレンス    2014201420142014

[1]2014/10/21 13:00～17:40(開場12:30) [2]札幌グラ

ンドホテル [4] https://mspartner.microsoft.com/ja/jp/

pages/Training/microsoft-japan-partner-

conference.aspx [5]無料 [7]日本マイクロソフト株式会社 

[8]マイクロソフトのパートナー向けイベント。樋口 泰行氏(以

下、発表者はすべてマイクロソフト)「モバイル ファースト、ク

ラウド ファーストの世界へ」、平野 拓也氏「 プロダクティビテ

ィ & プラットフォームで引き出すビジネス機会」、西脇 資哲

氏「顧客価値を伝えるマイクロソフト 統合ソリューション デモ

ンストレーション」、黒田 宏也氏「ラウド シフトのためのパート

ナー企業様向け支援策 ～クラウドビジネスをモノにするため

に～」を予定。 [ccid]14102101

10/21(火)

10/23(木)

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####30303030

[1]2014/10/15 19:00～21:00 [4] https://github.com/

hokkaidopm/hokkaidopm-casual [7]Hokkaido.pm 

[ccid]14101401

10/15(水)

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

配布配布配布配布させていただけるさせていただけるさせていただけるさせていただける場所場所場所場所をををを探探探探していますしていますしていますしています

　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「手伝っても良いぜ」とつぶや
く。

みなさまのご協力をお待ちしております。

ムーミンのムーミンのムーミンのムーミンの世界展世界展世界展世界展

[1]2014/09/06(土)～2014/11/09(日) 09:30～17:00 (祝日以外の月

曜は休館)[2] 北海道立文学館 [4] http://www.h-bungaku.or.jp/

exhibition/special.html [5]\700(高大\450,小中\300) [8]作者トーベ・ヤ

ンソン生誕100年記念イベント。各種展示の他、パペットアニメーション鑑賞

会(09/28。要事前予約)、文芸講演会(11/02。要事前予約)も開催。 

OffTopic
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UUUU----16161616旭川旭川旭川旭川プログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテストプログラミングコンテスト

[1]2014/11/15 [2]サイパル(旭川市科学館) 特別展示

室 [4] http://procon-asahikawa.org/ [5]無料 [7]U-16

旭川プログラミングコンテスト実行委員会 [8]旭川市及び近

郊の中学校・高等学校に在籍している16歳以下(高校1年

生以下)の中高生対象のプログラミング、およびディジタルコ

ンテンツ作成のコンテスト。競技部門は、Javaを使った対戦

型宝探しゲームのキャラクターロジックの作成。作品部門

は、CG、ウェブコンテンツ、音楽など。締め切りは、10/04。 

[ccid]14111501

Techmix Hokkaido Techmix Hokkaido Techmix Hokkaido Techmix Hokkaido 2014201420142014

[1]2014/12/06 13:30～19:00(開場13:00) [2]札幌市

民ホール 第1会議室 [3]80名 [4] http://techmix-

hokkaido.doorkeeper.jp/events/13592 [5]¥500 

[7]Techmix Hokkaido [8]ITエンジニアによる1人20分のシ

ョートセッション。言語しばり無し、ベンダーロックなしのテクニ

カルトーク240分。エンジニアとしてスキルアップしたい人、IT

業界に知り合いが欲しい人、専門分野以外のIT技術に興味

がある人、先輩エンジニアの話を聞きたい人など、テクニカ

ルな話題が好きな人対象。 [ccid]14120601

セキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプ    in in in in 北海道北海道北海道北海道((((一般一般一般一般))))

[1]2014/11/01 13:00～16:30(開場12:30) [2]札幌市

産業振興センター セミナールームA [3]70名 [4] mail : 

hokkaido@security-camp.org (タイトルは｢セキュリティ・ミニ

キャンプin北海道 参加申込｣。 規定申込書は、http://

www.security-camp.org/minicamp/data/

2014MC_Hokkaido.doc もしくは、 http://www.security-

camp.org/minicamp/data/2014MC_Hokkaido.txt ) / 

http://www.security-camp.org/minicamp/

hokkaido2014.html [5]無料 [7]セキュリティ・キャンプ実施

協議会 [8]一般参加可能(先着順)な、セキュリティミニキャ

ンプ1日目。宮本 久仁男氏(NTTデータ)「セキュリティ・キャ

ンプの紹介」「怪しいアプリ、怪しくないアプリ～Webサイト編

～」および、LT、ディスカッションを予定。 [ccid]14110101

セキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプセキュリティ・ミニキャンプ    in in in in 北海道北海道北海道北海道((((学生学生学生学生・・・・生徒生徒生徒生徒))))

[1]2014/11/01 13:00～21:30、2014/11/02 09:30～

16:45 (11/01の夜は、宿泊)[2]札幌市産業振興センター 

セミナールームA [3]20名 [4] mail : hokkaido@security-

camp.org (タイトルは｢セキュリティ・ミニキャンプin北海道 参

加申込｣。 規定申込書は、http://www.security-

camp.org/minicamp/data/2014MC_Hokkaido.doc もしく

は、 http://www.security-camp.org/minicamp/data/

2014MC_Hokkaido.txt ) / http://www.security-

camp.org/minicamp/hokkaido2014.html [5]無料 [7]セキ

ュリティ・キャンプ実施協議会 [8]日本国内に在住する25

歳以下(2015/03/31現在)の学生・生徒を対象とした、セ

キュリティ・ミニキャンプ。11/01の1日目の出席および指定

施設での宿泊(一般向けセッション終了後に2日目の説明セ

ッションがあるため)が必須。その他の条件や事前選考あり。

詳細は、イベントページ参照。11/01は、一般向けミニキャ

ンプ(ccid=14110102)の後、春山 敬宏氏(IIJ)による翌日の

予習会。11/02は、春山氏による「ファイルシステムを理解

する」および「ディスクフォレンジックツールを使う」の2セッシ

ョン(演習)を予定。 [ccid]14110102

HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido....pm Casualpm Casualpm Casualpm Casual####31313131

[1]2014/11/19 19:00～21:00 [4] https://github.com/

hokkaidopm/hokkaidopm-casual [7]Hokkaido.pm 

[ccid]14111901

11/15(土)

11/01(土)

12/06(土)

11/02(日)

11/19(水)

2014201420142014年度年度年度年度LOCALLOCALLOCALLOCAL感謝賞感謝賞感謝賞感謝賞
　　　　このたび、2014年度のLOCAL感謝賞受賞者/団体にEventClipを選んで
いただきました。日々、情報提供や配布のお手伝いをいただいているみな
さまをはじめ、紙媒体やWEBで見てくださっているみなさまのご支援の賜物
と感謝しております。ありがとうございました。
　授賞式には欠席し、受賞した途端に2ヶ月にわたり休刊してしまうなど、い
い加減極まりないこと限りなしな体制でお届けしているEventClipですが、今
後とも、受賞のプレッシャーに負けることなく、ゆるゆる体制で続けていく予
定でおりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
　なお、感謝賞受賞理由などにつきましては、 一般社団法人LOCALのサ
イト( http://www.local.or.jp/2014/07/3165.html )をご参照ください。

謝辞

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

クラウドクラウドクラウドクラウド時代時代時代時代のビジネスのビジネスのビジネスのビジネス    ニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応えるえるえるえる!!!!

～～～～既存既存既存既存アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション活用活用活用活用セミナーセミナーセミナーセミナー

[1]2014/11/21 14:00～18:00(開場13:30) [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=ja-JP&EventID=1032596204 

[5]無料 [7]日本マイクロソフト株式会社 [8]クラウドやビッグ

データを利用したシステム開発を行うための技術選択や開

発ツールの活用法について、技術者向けに解説する。「次

世代につながるアプリケーション開発の技術動向とビジネス 

チャンス」、「クラウド時代の技術選択～ビジネス ニーズにす

ばやく対応するには～」、「マルチデバイス対応の技術選択

～既存テクノロジの活用と最新環境への対応～」、「アプリケ

ーションの開発、保守で最大限の開発生産性を～最新 

Visual Studio 2013 主要機能を解説～」、「最新開発・検

証の環境構築方法と対応支援プログラムのご紹介」を予

定。 [ccid]14112101

11/21(金)

InternetWeek InternetWeek InternetWeek InternetWeek 2014201420142014

～～～～    あらためてあらためてあらためてあらためて""""みんなのみんなのみんなのみんなの""""インターネットをインターネットをインターネットをインターネットを考考考考えようえようえようえよう

[1]2014/11/18(火)～2014/11/21(金) [2]富士ソフトアキバプラザ [4] 

https://internetweek.jp [7]日本ネットワークインフォメーションセンター [8]インタ

ーネットのトレンドを把握し、よりよいインターネット環境を構築するための情報交

換・情報共有を目的としたイベント。最新テクノロジやセキュリティのような技術面の

みならず、インターネットガバナンスのような社会面についても、情報交換や議論を

行う。プログラムは9月中旬に発表予定。

道外
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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、もしくはtwitter @event_clip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

� 書店の棚の空きスペースや会社の受付テーブルなどを使って、無理のない範囲で『イベント・クリップ』を配布してくださる場所を探していま
す。詳細はお問い合わせください。

� イベント・フライヤーやコミュニティ紹介フライヤーの折込実験(印刷版に折込を⾏います。)を⾏っています。「⽤紙サイズはA4」「1号あた
り1団体1まいまで」など、いくつか条件がありますので、お問い合わせください。なお、時間的理由や体⼒的理由で中止する場合もございます
が、ご了承ください。

開催場所 住所/map

インターネットイニシアティブ 札幌支店
札幌市中央区北⼀条⻄3-3 札幌MNビル 
 [map]http://www.iij.ad.jp/company/about/map/sapporo.html

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

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/

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

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

札幌グランドホテル
札幌市中央区北1条⻄4丁目
 [map]http://www.grand1934.com/access/

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

サイパル(旭川市科学館)
旭川市宮前通東
 [map]http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kagakukan/map/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

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

つうけんアドバンスシステムズ
札幌市東区北14条東3丁目1番23号
 [map]http://www.tads.co.jp/access#map01

函館市中央図書館
函館市五稜郭町26-1
 [url]http://www.lib-hkd.jp/

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

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

釧路市⽣涯学習センターまなぼっと幣舞
釧路市幣舞町４番28号
 [map]http://www.kushiro-bunka.or.jp/manabo/koutuuannai.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


