イベントクリップ(2014/12/12～2015/02/27)

2014/12/12
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。

FridayNight

CM re:
re:Growth Sapporo

[1]2014/12/12 19:00～22:00(開場18:30) [2]札幌もの

[1]2014/12/12 19:00～(開場18:30) [2]札幌市民ホー

づくりオフィス&カフェSHARE(シェア) [4] http://

12/12(金)

ル 第3会議室 [4] http://dev.classmethod.jp/news/cm-

www.sharedesign.biz/event/pg275.html [5]¥1,000(軽

regrowth-2014-sapporo/ [5]無料 [7]クラスメソッド株式

食、飲み物付き) [7]Friday Night [8]テーマは、『世の中に

会社 Developers.IO [8]クラスメソッド札幌メンバーが、AWS

ない新しいことをはじめよう』。プレゼンターは、酒井 秀治氏

に関する様々なネタを話す緩い勉強会。『20分で分かる

(都会で蜂蜜をつくる)、澤村 貴雄氏(障がい者のIT技術者

AWS re:Invent 2014』(佐々木氏)、『re:Invent

をつくる)、山本 由起夫氏(リーダーストーリーライター)、長

2014「APP304 - AWS CloudFormation ベストプラクティ

岡 行子氏(誰もが繋がる繋がりあえる未来を創造していく)。

ス」のレポート』(梶氏)、『CloudFormationによるBlue-Green

プレゼンテーションの他、カフェテーブルを使った展示販売

Deployment』(渡辺氏)、『ビックデータ解析基盤としての

も予定。 [ccid]14121201

AWS』(石川氏)、『スマホ＋Lambda。 mBaaS的な』(小室
氏)、『Leap motionとLambdaを使って「第九」を鳴らしてみ

2014年道民部大忘年会
2014年道民部大忘年会
[1]2014/12/13 18:00～21:00 [2]HIPPIES SAPPORO

る』(清野氏)を予定。 [ccid]14121202

12/13(土)

[3]40名 [4] http://doumin.doorkeeper.jp/events/

大通 : 2014/11/21～2014/12/25
駅前通 : 2014/11/21～2015/02/11
南1条 : 2014/11/21～2015/02/14

17239 [5]¥3,500小学生以下:無料 [6]41984 [7]Twitter
道民部 [8]道民Twitterユーザとその家族(子連れ可)のた
めの大忘年会。飲み放題(ただし未成年はアルコール不

第56回
56回ネットワーク先端技術
ネットワーク先端技術フォーラム
先端技術フォーラム

可)。Ust、Twitcasting不可。 [ccid]14121301

[1]2014/12/19 13:00～17:00(開場12:30) [2]小樽商
科大学札幌サテライト 中講義室 [4] 氏名、所属、連絡先

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#32
[1]2014/12/17 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階

12/17(水)

OA研修室 [4] https://atnd.org/events/60100 [5]無料
[7]Hokkaido.pm [8]テーマは「古き良きCGIをナウい書き方
で書いてみよう」。カウンター、掲示板などのCGIアプリケーシ

さっぽろホワイトイルミネーション

をメール( shimmi [at] sapmed.ac.jp )宛に連絡。 / http://
www.north.ad.jp/index.html [7]NORTH(北海道地域ネット
ワーク協議会) [8]鈴田 伊知郎氏(アラクサラネットワーク

12/19(金)

ス)、幡 優子氏(テック サプライ)、横林 英勲氏(D2Cソリュ
ーションズ)による講演を予定。 [ccid]14121901

ョンや、ファイルロックのような内部操作を、最近の書き方で

OffTopic

書き直すとどうなるかを試す。自己紹介タイム、LTあり。
[ccid]14121701

第11回映画
11回映画でもビブリオバトル
回映画でもビブリオバトル!
でもビブリオバトル!
[1]2014/12/19(金) 19:30〜22:30 [2]SAPPORO

Sinatra Sapporo meetup

UNDERGROUND 「NECCO」(札幌市中央区南1条西12丁目

[1]2014/12/20 13:00～17:00 [2]札幌市産業振興セン

AMSビル4F) [3]バトラー10名、見学若干名 [4] http://

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

cinebibu.tumblr.com/ [5] バトルのみ参加は\500(1ドリンク

events/59808 [5]無料 [7]Sinatra札幌 [8]メインテーマ
は、Sinatraを拡張するフレームワークであるPadrino-

12/20(土)

framework。講師は@namushaka氏(Padrino-frameworkjp)と@sinatrasapporo氏(Sinatra札幌)。このほか、
@myokoym氏によるSinatra札幌1年目のまとめやLTも予
定。 [ccid]14122001

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

付)、バトル+上映会、もしくは上映会のみの参加は
\1,000(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]今回は2部形式。一部はバトラーが、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。二部は、自主制作映画上映会。
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2014/12/12

札幌iOS
札幌iOSアプリ
iOSアプリ制作者
アプリ制作者＆
制作者＆予備軍＆
予備軍＆関係者 忘年会
Raspberry Pi x Scratchセッション
Scratchセッション
[1]2014/12/21 [4] https://www.facebook.com/

[1]2014/12/21 19:00～21:00 [3]25名 [4] http://

12/21(日)

www.zusaar.com/event/12777006 [5]¥3,500

events/1511914822406505/ [7]CoderDojo

[7]iPhone Dev Sap [8]iOS界の2014年を振り返る開発者と

[ccid]14122102

開発者予備軍と関係者による忘年会。 [ccid]14122101

CPP /*ぺあぷろ
/*ぺあぷろ！
ぺあぷろ！*/

さっぽろホワイトイルミネーション

[1]2014/12/23 12:00～19:00 [2]インフィニットループ
会議室 [4] http://connpass.com/event/10090/ [5]無
料 [7]LOCAL 学生部 [8]Better CとしてのC++の基礎を学

12/23(火・祝)

大通 : 2014/11/21～2014/12/25
駅前通 : 2014/11/21～2015/02/11
南1条 : 2014/11/21～2015/02/14

OffTopic

習後、ペアプロでAIZU ONLINE JUDGEに挑戦するハンズオ
ン。学生参加者に対しては、LOCAL交通費支援が適用され

第22回
22回ホリデーナイト・ビブリオバトル

る。詳細は募集ページ。 [ccid]14122301

[1]2014/12/20(土) 20:30〜22:30(20:00集合)
[2]SAPPORO UNDERGROUND 「NECCO」(札幌市中央区南

札幌C
札幌C++勉強会
++勉強会 #8

1条西12丁目 AMSビル4F) [3]バトラー10名、見学若干名

[1]2014/12/27 13:00～18:00 [2]クリプトン・フューチャ

[4] http://bibliobattle.tumblr.com/ [5] \500(1ドリンク付)

ー・メディア 会議室 [3]20名 [4] http://

[6]バトラー参加者のみ要事前申込 [7]バトラーが、おすす

sapporocpp.connpass.com/event/10070/ [5]¥300
[7]Sapporo.cpp [8] 「次のCへ！C14と
C++17」(@hotwatermorning氏)、「その文字列検索、

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

12/27(土)

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。

std::string::findだけで大丈夫ですか？」(@h_hiro_氏)、「型

釧路OSS
釧路OSS大忘年会
OSS大忘年会2014
大忘年会2014

特性入門」(@ignis_fatuus氏)、および@lapis_tw氏と
@USAGI_WRP氏(ともに本号発行時に、タイトル調整中)によ
る発表を予定。 [ccid]14122701

12/30(火)

[1]2014/12/30 19:00～21:00 [2]炭焼き肉バルniku18
[3]15名 [4] http://connpass.com/event/10057/ [7]釧
路OSSコミュニティ [ccid]14123001

LOCAL DEVELOPER DAY ’15 Winter
[1]2015/01/10 13:00～16:30 [2]札幌市民ホール 2階
第一・第二会議室 [3]50名 [4] http://local-developer-

スタートアップ ウイークエンド サッポロ

day.doorkeeper.jp/events/16506 [5]無料 [7]一般社団

[1]2015/01/09 18:30～22:00, 01/10 09:00～22:00,

法人 LOCAL [8]「IT x 一次産業」(ファシリテータは齋藤 聖

01/09(金)

01/11 09:00～21:00 [2]有限責任監査法人トーマツ 札

悟氏(澄川工作所))、「エンジニアの幸せな働き方ってなん

幌事務所 会議室 [4] http://swsapporo.doorkeeper.jp/

だろう?」(ファシリテータは菅井 祐太朗氏(ウェブペイ)、パネ

events/18015 [5]一般\4,000, 学生\2,000(いずれも食

リストは、古賀 信哉氏(サムシングプレシャス) 、伊藤 いづ

事7食付。前払い) [7]スタートアップ ウイークエンド サッポロ

み氏(トラスティア)他を予定)、「全日本コミュニティ＆勉強

01/10(土)

[8]世界110か国478都市で、のべ1000回以上開催されて

会大決戦」(ファシリテータは法林 浩之氏(日本UNIXユーザ

いる起業体験イベント"Startup Weekend"の初札幌開催。

会)、パネリストは、小室 文氏(サーバーワークス ソリューショ

初日夜のアイディアプレゼンテーションを皮切りに、計54時

ンアーキテクト)他を予定)の3つのテーマを、パネルディスカ

間で最小限のビジネスモデルを作成する。ITイベントではな

ッションで構成する。 [ccid]15011001

いので、技術者やデザイナーのようなスキル保持者に限ら
ず、起業に熱意を持つ人全般を対象とする。審査員は、菊
池 誠晃氏(リアルワールド )、伊藤 博之氏(クリプトン・フュー

Let'
Let's Study All Program!
Program!

チャー・メディア)、大西 昭夫氏(VERSION2)。コーチ・メンタ

～ 様々なプログラミング
様々なプログラミング言語
なプログラミング言語を
言語を見てみよう

ーは、金子 洋一郎氏(トーマツベンチャーサポート)、沼 博

[1]2015/01/11 09:00～12:00 [2]札幌エルプラザ 4階

人氏(ルーラー)、中村 大介氏(READO)、水野 晶仁氏

大研修室C [3]20名 [4] https://atnd.org/events/

(Gear8)。オーガナイザーは、Lee Dongyol氏(Startup

58611 [5]¥200 [7]Let's Study All Program! [8]プログラ
ミング言語やメジャーなライブラリの紹介、場面に応じたプロ
グラムの使い分けなどを4名(本号発行時点)で解説。C++
でDXライブラリを用いたゲーム作成入門(4_mio_11氏)、テン
プレートメタプログラミング(仮)(hal1437氏)、vim
script(yassu0320氏)、「みるみら」というPSVITAゲーム
(corona_river氏)を予定。 [ccid]15011101

01/11(日)

Weekend)、今治 智隆氏(ヴァイス)、松井 健太郎氏(インフ
ィニットループ)。 [ccid]15010901

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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2014/12/12

CMSどうでしょう
CMSどうでしょう MT・
MT・WP対決列島
WP対決列島 札幌編

OSC2015
OSC2015 Hokkaido キックオフ

[1]2015/01/17 13:15～17:00(開場13:00) [2]ACU 12

[1]2015/01/17 [2]インフィニットループ 会議室 [7]オー

階 中研修1205室 [3]70名 [4] https://atnd.org/

プンソースカンファレンス実行委員会 [8]06/12と06/13

events/59616

に、札幌コンベンションセンターで開催予定の「オープンソー

[5]無料 [7]スカイアーク [8]10月の

「JAWS-UG沖縄CMS祭り!」で遺恨を残したMovable Typeと

01/17(土)

スカンファレンス北海道2015」の実行委員会のキックオフ。

WordPressの戦いに決着をつけるべく、2大CMS陣営が対

テーマ、企画立案などの事前準備に携わるスタッフの顔合

決する。MovableType陣営からは、高山 裕司氏(シックス・

わせ。運営に興味がある人対象。当日のスタッフは、別途

アパート)、西山 泰史氏(MT蝦夷)、永谷 理氏(スカイアー

後日募集予定。 [ccid]15011701

ク)が、WordPress陣営からは、小賀 浩通氏(デジタルキュ

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#33

ーブ)、五十嵐 和恵氏(デジタルキューブ)、堀内 康弘氏
(WordPress プラグイン開発者)が参戦。レフェリーは堀内

01/21(水)

康弘氏(網元起動隊エバンジェリスト)。 [ccid]15011702

[1]2015/01/21 19:00～21:00 [4] https://github.com/
hokkaidopm/hokkaidopm-casual [7]Hokkaido.pm
[ccid]15012101

GlobalGameJam Sapporo 2014

さっぽろホワイトイルミネーション
駅前通 : 2014/11/21～2015/02/11
南1条 : 2014/11/21～2015/02/14

[1]2015/01/23 17:30～ 2015/01/25 21:00 [2]池上
学院グローバルアカデミー専門学校 [3]80名 [4] http://
kawaz.doorkeeper.jp/events/17993 [5]無料 [7]札幌ゲ

01/23(金)

ーム制作者コミュニティ [8]全世界で63 ヶ国、321会場、
16000人以上の開発者が参加する分散型世界最大級の

01/24(土)

ゲーム開発イベントの札幌会場。国内会場は、現時点で
は、札幌の他、福島(国際アート＆デザイン専門学校)、長
岡(長岡技術科学大学)、熊本(アルファ・システム本社)の3

01/25(日)

さっぽろ雪
さっぽろ雪まつり
2015/02/05(木) ～ 2015/02/11(水・祝)

International Open Data Day
[1]2015/02/21 ～ 2015/02/22 [4] http://
odhd14.okfn.jp/ [8]世界各国で同日開催される、国や自

を用いたアプリケーションの開発やデータの発掘、公開、可
視化、分析などを行う。道内では、旭川(主催は「ゆるい勉

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。

か所で開催予定。 [ccid]15012301

治体のオープンデータ政策を促進するイベント。公共データ

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

02/21(土)
02/22(日)

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。

強会」)での開催(本号発行時点)が予定されている。

NORTHインターネット・シンポジウム
NORTHインターネット・シンポジウム2015
インターネット・シンポジウム2015

[ccid]15022101

[1]2015/02/26～2015/02/27 09:30～18:00 [2]北海
道大学札幌キャンパス 学術交流会館小講堂 [4] http://

OffTopic
学ぶ!未来の
未来の遊園地 at ユメミル広場
ユメミル広場
[1]2014/12/06(土) 〜2015/01/18(日) 10:00～
18:00(最終日は16:00まで。入場は、閉場30分前まで。)
[2]サッポロファクトリー1条館3F特設会場(札幌市中央区北

02/26(木)
02/27(金)

www.north.ad.jp/index.html [7]NORTH(北海道地域ネット
ワーク協議会) [8]テーマは、『地域住民視点によるクラウド・
コンピューティング資源の利活用』。発表者募集中(本号発
表時)。査読なし発表申込締切は01/08 18:00、査読あり
締切は01/09 18:00。 [ccid]14022601

2条東4丁目) [4] http://kids.team-lab.com/event/
sapporo/ [5] 中学生以上\1,200, 3才～小学生\700, 親
子ペア券\1,400 [7]ディジタルテクノロジーを使った、子供
たちに「共同で創造する」体験をする空間遊園地。「お絵か
き水族館」、「光のボールでオーケストラ」、「天才ケンケン
パ」、「まだ かみさまが いたるところにいたころの ものがた
り」、「つながる！積み木列車」、「小人が住まうテーブル」の

OffTopic
世界の
世界のCMフェスティバル
CMフェスティバル in SAPPORO
[1]2015/03/08(日) 16:00～20:00(15:30開場) [2]札幌
プラザ２・５(札幌市中央区南2条西5丁目狸小路) [4]
http://www.cmfestival.com [5] 前売 \2,500, 当日
\3,000 [7]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。

6作品を展示。

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
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イベントクリップ(2014/12/12～2015/02/27)

2014/12/12

未確認
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
本号発行時点で、開催が確定していない、もしくは開催の確認が取れていないイベントで

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

す。

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

・ MS系技術
MS系技術コミュニティイベント
系技術コミュニティイベント

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

[1]2015/01/18(日) [2]札幌市内

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

・ CMS系技術
CMS系技術セミナー
系技術セミナー

ォームでお知らせください。

[1]2015/01/31(土) [2]札幌市内

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

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)

で、メール、もしくはフォームでお問い合わせください。

 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

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。

○ 開催場所情報
開催場所

住所/map
札幌市中央区北4条⻄5丁目アスティ45

ACU

[map]http://www.acu-h.jp/koutsu_access/index.php

池上学院グローバルアカデミー専門学校
インフィニットループ 会議室

クリプトン・フューチャー・メディア
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)

有限責任監査法人トーマツ 札幌事務所
HIPPIES SAPPORO
北海道大学札幌キャンパス




[map]http://www.otaru-uc.ac.jp/hkyomu1/satellite/satellit6.htm
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
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

炭焼き肉バルniku18





札幌市中央区北5条⻄5丁目7番地 sapporo55ビル３階

札幌市中央区北1条⻄1丁目

札幌市⺠ホール

イベントクリップ
webサイト

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

小樽商科大学札幌サテライト



[map]http://www.iga.ac.jp/page/map.html
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
札幌市北区北8条⻄3丁目

札幌エルプラザ



札幌市豊平区豊平6条6丁目5-1

釧路市末広3-2-1
[url]http://www.linecompany.jp/food/niku18.html
札幌市中央区北5条⻄6丁目2-2 札幌センタービル24階
[url]http://www2.deloitte.com/jp/ja/footerlinks/office-locator/hokkaido/sapporo.html
札幌市中央区南７条⻄２丁目 リバーサイドビル1F南向 (鴨々川沿い)
[map]https://maps.google.co.jp/maps?q=hippies+sapporo
札幌市北区北8条⻄5丁目6
[map]http://www.hokudai.ac.jp/introduction/campus/campusmap/

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。
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