イベントクリップ(2015/01/22～2015/02/27)

2015/01/22
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。

GlobalGameJam Sapporo 2014
[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://

情報セキュリティ・リスクアセスメント
情報セキュリティ・リスクアセスメント実践研修
セキュリティ・リスクアセスメント実践研修

01/23(金)

kawaz.doorkeeper.jp/events/17993 [5]無料 [7]札幌ゲ
ーム制作者コミュニティ [8]全世界で63 ヶ国、321会場、

か所で開催予定。 [ccid]15012301

(担当は、櫻井さまと阿部さま)宛に申込み。申込書は、
http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/20141218/index.htm

01/25(日)

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

室 [3]30名 [4] FAX: 011-820-1166 か Email :
kensyu@deos.co.jp で、北海道ソフトウェア技術開発機構

01/24(土)

16000人以上の開発者が参加する分散型世界最大級の
ゲーム開発イベントの札幌会場。国内会場は、現時点で

[1]2015/01/28 13:30～17:00 [2]国際ビル 8階 A会議

にリンク有。 / http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/
20141218/index.htm [5]無料 [7]経済産業省北海道経

01/28(水)

済産業局 [8]情報管理担当者を対象としたセキュリティ研
修。講師は、渡部 洋子氏(クロススペース)。『情報セキュリ
ティの概要』『リスクアセスメント演習』『管理策』などを講義と

sapporo.
sapporo.beam#
beam#48

演習で習得する。 [ccid]15012801

[1]2015/01/29 19:00～21:00 [2]スターバックスコーヒ
ー札幌グランドホテル店 [4] http://sapporo-

01/29(木)

Director’
Director’s Night vol.
vol.4 コンセント・スペシャル！
コンセント・スペシャル！

beam.github.io/ [7]sapporo.beam [8]ErlangVM に乘って

～どうやって進
どうやって進めてるの？
めてるの？

いる言語に関する話題を中心に、わいわい情報交換する

株式会社コンセントに
株式会社コンセントに聞
コンセントに聞くWebディレクションの
Webディレクションの秘訣
ディレクションの秘訣

会。毎週木曜日に開催。 [ccid]15012901

[1]2015/01/31 13:30～16:30 [2]ちえりあ(札幌市生涯
学習センター) [3]90名 [4] http://peatix.com/event/

2015 MVP Community Camp 北海道エリア
北海道エリア

65278/ [5]¥3,000 [7]Director's Night [8]企業のコミュニ

[1]2015/01/31 10:30～19:00 [2]内田洋行札幌ユビキ

ケーションデザインや情報デバイス開発における問題解決を

タス協創広場 U-cala [3]40名 [4] http://

01/31(土)

支援するコンセントのプロジェクトマネージャーとディレクター

clrh.connpass.com/event/10428/ [5]無料 [7]CLR/H

が、プロジェクトデザイン、ディレクションについて解説する。

[8]Microsoftのテクノロジーエキスパートや技術コミュニティ

[ccid]15013102

のリーダーであるMicrosoft MVPがアジア8ヶ国25都市で開
催するイベントの北海道開催。なおき氏『業務の基盤となる
Office 365 をフル活用しよう!』、清水 勝也氏『.NET のサン
プルで始めるプログラミング』、川田 寛氏(MVP for IIS)『わく
わく HTML5』、@jsakamoto氏(MVP for ASP.NET/IIS)『息
子たちがローマ字勉強するための HTML5 アプリ作ってみ
た』、SIN氏(札幌ワークス/MVP for Visual C#)『この辺で、
Xamarin 導入による効果と限界をしっかり把握してみよう』、
宮崎 典行氏(MVP for Visual C++)『Visual Studio
Community 2013 で始めるプログラミング Win32/MFC』を
予定。 [ccid]15013101

OffTopic
第23回
23回ホリデーナイト・ビブリオバトル
[1]2015/01/31(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。

さっぽろホワイトイルミネーション
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

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

催者 [8] 備考
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2015/01/22

情報セキュリティチェック
情報セキュリティチェック研修
セキュリティチェック研修

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

[1]2015/02/12 13:30～17:00 [2]国際ビル 8階 A会議
室 [3]30名 [4] FAX: 011-820-1166 か Email :

ウェブアプリケーション脆弱性対策研修
ウェブアプリケーション脆弱性対策研修

kensyu@deos.co.jp で、北海道ソフトウェア技術開発機構

[1]2015/02/06 13:30～17:00 [2]北海道ソフトウェア技
術開発機構 第2研修室 [3]20名 [4] FAX: 011-820-

02/06(金)

1166 か Email : kensyu@deos.co.jp で、北海道ソフトウェア

20141218/index.htm [5]無料 [7]経済産業省北海道経

申込書は、http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/

www.hkd.meti.go.jp/hokim/20141218/index.htm [5]無

http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/20141218/index.htm
にリンク有。 / http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/

技術開発機構(担当は、櫻井さまと阿部さま)宛に申込み。

20141218/index.htm にリンク有。 / http://

(担当は、櫻井さまと阿部さま)宛に申込み。申込書は、

済産業局 [8]情報管理担当者を対象としたセキュリティ研

02/12(木)

修。講師は、渡部 洋子氏(クロススペース)。『情報セキュリ
ティの概要』『キュリティチェック(内部監査)』などの講義の

料 [7]経済産業省北海道経済産業局 [8]ウェブサイト運

他、チェックリスト作成や課題の検出などの演習を行う。

営者を対象とした脆弱性対策講座。講師は、関口 竜也 氏

[ccid]15020501

と亀山友彦氏(ともに情報処理推進機構)。各種脆弱性の
解説の他、攻撃や検査のデモ、脆弱性の体験などを講義と

進化型業務改善ツール
進化型業務改善ツール Google Apps を使った業務改善
った業務改善

演習で習得する。 [ccid]15020601

[1]2015/02/13 13:30～16:30(開場13:15) [2]日本事

Sencha UG 勉強会 第24回
24回@札幌

務器 北海道支社 研修室A・B [3]20名 [4] https://
form.njc.co.jp/webapp/form/14798_exv_736/index.do

[1]2015/02/13 19:00～21:00 [2]ゼノフィ札幌事業所

[5]無料 [6]2015/2/12 [7]日本事務器 [8]デモを通じて

[3]20名 [4] https://atnd.org/events/60694 [5]無料

Google Appsを活用した、仕事のやり方を変えるヒントを紹

[7]Japan Sencha User Group [ccid]15021301

介する。平山 宏氏『業務改善に使わないと意味がな

FridayNight

い!!Google Apps を業務改善に使うためのツボ』、吉田 共

[1]2015/02/13 19:00～22:00(開場18:30) [2]札幌もの

02/13(金)

づくりオフィス&カフェSHARE(シェア) [4] http://

宏氏『100社以上の導入支援経験からお伝えする業務改
善がうまくいく導入5つのツボ』を予定。 [ccid]15021301

www.sharedesign.biz/event/event2.html [5]¥1,000(軽

さっぽろホワイトイルミネーション

食、飲み物付き) [7]Friday Night [8]月1回ペースで開催さ

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

れているプレゼンテーションイベント。発表だけではなく、カフ
ェテーブルを使った展示販売も行われる。
[ccid]15021302

インターネット安全教室
インターネット安全教室
[1]2015/02/14 14:00～16:00(開場13:30) [2]札幌市

SaCSS Special06
Special06 : LOVE DESIGN SaCSS
[1]2015/02/14 18:00～21:00(開場17:40) [2]札幌市
民ホール 第2会議室 [3]60名 [4] http://sacss-

民ホール 第2会議室 [3]40名 [4] 当日会場受付。 /

02/14(土)

http://secpolo.techtalk.jp/Home/news/anzen201502
[5]無料 [7]せきゅぽろ(北海道情報セキュリティ勉強会)

sp6.peatix.com/ [5]¥3,000早割(01/31まで)\2,500

[8]家庭や学校からインターネットにアクセスする一般の利

[7]SaCCS [8]新潟開催の勉強会「新潟グラム」とのコラボ

用者を対象とした、情報セキュリティに関する基礎知識を学

勉強会。黒野 明子氏(crema design)『IllustratorでWebデ

習するセミナー。 [ccid]15021401

ザイン&タッチデバイス活用!』、marimelody11氏『図形で作
る簡単イラストTips』、荒山 茜氏(クリプトン・フューチャー・メ

Just Info

ディア)『Photoshopで簡単!似顔絵イラスト』、監物 薫氏『地
方でのあれこれとデザイン思考』を予定。 [ccid]15021402

オープンソースカンファレンス2015
オープンソースカンファレンス2015北海道
2015北海道

ロボットづくりマイコンレーサー編
ロボットづくりマイコンレーサー編

日(金曜日・ビジネスディ)と翌13日(土曜日・コミュニティデ

[1]2015/02/15 10:00～16:00 [2]ちえりあ(札幌市生涯

ィ)に、札幌コンベンションセンタで開催されます。当日まで

学習センター) [3]26名 [4] http://hokkaido-robot.com/

の日程は、以下の通り。(今後変更の可能性あり)

workshop/#a2kougaku [5]¥8,000講習会費、会場費、運

・ 03/09(月) : 出展/セミナー募集開始

今年のオープンソースカンファレンス(以下OSC)は、6月12

営費、保険料などの他、持ち帰り用教材費を含む
[6]2015/2/6 [7]北海道ロボット教育推進協議会 [8]小学
校4年生から中学生向けの、マイコンレーサー製作講習会。
後日、競技会も開催される予定。製作したマイコンレーサー
とプログラムは持ち帰り可。 [ccid]15021501

凡例

02/15(日)

・ 04/13(月) : 出展/セミナー募集締切
・ 04/20(月) : セミナープログラム決定
・ 05/11(月) : セミナー受講者募集開始
なお、OSC開催日を含む前後4日間は、よさこいソーラン
祭りと重なっていますので、宿泊が必要な関係者は、早目
に宿を確保されることをお勧めします。

[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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2015/01/22

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#34
[1]2015/02/18 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 4階
研修室1 [4] https://github.com/hokkaidopm/

食関連産業のためのクラウド
食関連産業のためのクラウド活用
のためのクラウド活用セミナー
活用セミナー in 帯広

02/18(水)

hokkaidopm-casual [7]Hokkaido.pm [ccid]15021802

[1]2015/02/18 13:00～16:30 [2]とかちプラザ 304会
議室 [3]50名 [4] FAX: 011-207-5220 か Email :
seminar@doginsoken.jp で、道銀地域総合研究所(担当
は、清水さまと高橋(弘)さま)宛に申込み。申込書は、

第19回北海道
19回北海道の
回北海道の楽しい100
しい100人
100人

http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/20150116/index.htm

[1]2015/02/19 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ [4]

にリンク有。 / http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/

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

20150116/index.htm [5]無料 [7]経済産業省北海道経

1425254364431767/ [5]¥500(学生無料) [7]北海道の

02/19(木)

済産業局 [8]クラウドサービスの基礎知識や、食産業、農

楽しい100人 [8]発行時点の登壇予定者は、鈴木 宏一郎

業でのクラウド導入事例の紹介などを行う。津田 邦和氏(道

氏(北海道グリーンツーリズムネットワーク)。このほか、3名の

北・道東クラウドフォーラム/NCRI)『クラウドを活用するため

登壇を予定。 [ccid]15021901

の基礎知識～クラウドによる農業革新～』、前田 直樹氏(中

International Open Data Day

02/21(土)

[1]2015/02/21 ～ 2015/02/22 [4] http://
opendataday.org/ [8]世界各国で同日開催される、国や
自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

小企業診断協会北海道)『『食関連産業のためのクラウド導
入ヒント集』について』、中田食品とイークラフトマンによる食
品メーカーでのクラウド利用事例、および、谷口農場と冨貴

02/22(日)

堂ユーザックによる農業分野での利用事例紹介を予定。
[ccid]15021801

タを用いたアプリケーションの開発やデータの発掘、公開、

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

可視化、分析などを行う。

「ｉ喰
「ｉ喰らう道
らう道」ミーティング
[1]2015/02/28 [7]ｉ喰らう道 [8]「みんなで北海道(札

02/26(木)

道大学札幌キャンパス 学術交流会館小講堂 [4] http://

02/27(金)

幌)のiPhone周りを盛り上げようよ!」をコンセプトとした、iPhone
好きな人たちの情報交換会(主に飲み会)。開発者もユーザ
ーも参加可能。 [ccid]15022801

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・

02/28(土)

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

ロボット競技会
ロボット競技会(
競技会(小学校4
小学校4年生～
年生～6年生)
年生)
〜2014WRO
2014WRO札幌大会
WRO札幌大会〜
札幌大会〜 リベンジマッチ

OffTopic

[1]2015/03/08 10:00～16:30 [2]札幌市青少年科学

世界の
世界のCMフェスティバル
CMフェスティバル in SAPPORO

館 [3]26名 [4] http://hokkaido-robot.com/workshop/

[1]2015/03/08(日) 16:00～20:00(15:30開場) [2]札幌

#bkougaku [5]¥3,500(講習会費、会場費、運営費、保険
料などを含む) [6]2015/2/27 [7]北海道ロボット教育推

[1]2015/02/26～2015/02/27 09:30～18:00 [2]北海

プラザ２・５(札幌市中央区南2条西5丁目狸小路) [4]

03/08(日)

進協議会 [8]小学校4年生から6年生を対象とした、

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

2014WRO札幌大会のリベンジマッチ。レゴ マインドストーム

映会。MCは、ジャンクリスチャン・ブーヴィエ氏。

を使った自立型ロボットの競技会。ルールなどは、2014年

04/12(日)

WRO札幌大会のページ( http://hokkaido-robot.com/
wro-sapporo/rule/ )を参照のこと。 [ccid]15030801

ロボットづくりマイコンレーサー編
ロボットづくりマイコンレーサー編
[1]2015/04/12 10:00～16:00 [2]札幌市青少年科学

ロボットづくり初級編
ロボットづくり初級編(
初級編(小学校4
小学校4年生～
年生～6年生)
年生)

館 [3]26名 [4] http://hokkaido-robot.com/workshop/

[1]2015/03/15 13:00～16:00 [2]札幌市青少年科学

#a2kougaku [5]¥8,000(講習会費、会場費、運営費、保

館 [3]26名 [4] http://hokkaido-robot.com/workshop/

険料などの他、持ち帰り用教材費を含む) [6]2015/4/3

#a1kougaku [5]¥2,500(講習会費、会場費、運営費、保

[7]北海道ロボット教育推進協議会 [8]小学校4年生から中

険料などを含む) [6]2015/3/6 [7]北海道ロボット教育推
進協議会 [8]小学校4年生から6年生向けの、レゴ マインド
ストームNXTを使った初心者向けレゴロボット製作講習会。

学生向けの、マイコンレーサー製作講習会。後日、競技会

03/15(日)

持ち帰り可。 [ccid]15041201

ロボットの作り方やライントレースなどを学習する。1人での参
加も可能だが、2人1組、もしくは3人1組で1セットのレゴを使

Hokkaido.
Hokkaido.pm Casual#
Casual#34

用するため、友人と同じグループで参加したい場合は、一緒
に申し込むこと。なお、作成したロボットは持ち帰り不可。

も開催される予定。製作したマイコンレーサーとプログラムは

03/18(水)

[ccid]15031501

[1]2015/03/18 19:00～21:00 [2]札幌エルプラザ 3階
OA研修室 [4] https://github.com/hokkaidopm/
hokkaidopm-casual [7]Hokkaido.pm [ccid]15021802

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(2015/01/22～2015/02/27)

2015/01/22

紙媒体

11/26(木)～11/30(月)

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)

W3C Technical Plenary / Advisory Committee
Meetings Week

 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

[1]2015/11/26～2015/11/30 [4] http://
www.w3.org/2015/11/TPAC/ [ccid]15112601



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
○ 開催場所情報
開催場所

住所/map

池上学院グローバルアカデミー専門学校
札幌エルプラザ

[map]http://www.iga.ac.jp/page/map.html
札幌市北区北8条⻄3丁目
[map]http://www.danjyo.sl-plaza.jp/access/
札幌市中央区北4条⻄4丁目1 札幌国際ビル8階

国際ビル

[map]http://www.itogumi.jp/kokusai_hall/access/index.html

札幌コンベンションセンター
札幌ものづくりオフィス&カフェSHARE(シェア)
札幌市⺠ホール
スターバックスコーヒー札幌グランドホテル店
札幌市⻘少年科学館
ゼノフィ札幌事業所
北海道ソフトウェア技術開発機構
ちえりあ(札幌市生涯学習センター)

北海道⼤学札幌キャンパス
内⽥洋⾏札幌ユビキタス協創広場 U-cala








[map]http://www.sora-scc.jp/access/index.html
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
札幌市中央区北1条⻄1丁目
[map]http://www.sapporo-shiminhall.org/access/index.html
札幌市中央区北1条⻄4丁目 札幌グランドホテル1階
[map]http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=333
札幌市厚別区厚別中央1条5-2-20
[map]http://www.ssc.slp.or.jp/museum#page11
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
札幌市白石区菊水1条3丁目1-5 メディアミックス札幌
[map]http://www.deos.co.jp/annai/map.htm
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
[map]http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/tokachiplaza/tp_access.html

⽇本事務器 北海道支社



札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

帯広市⻄4条南13丁目1

とかちプラザ

イベントクリップ
webサイト

札幌市豊平区豊平6条6丁目5-1

札幌市中央区北5条⻄6丁目 札幌センタービル11階
[map]http://www.njc.co.jp/company/branch/map-sapporo.html
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

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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