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札幌Web女子会(popojo)

LOCAL学生部

MautiCamp Sapporo

北海道富良野市で活動しています．内容は特にこれといって固

札幌の新米Web系女子によって構成されている会です。新米ゆ

北海道でIT系の勉強をしている学生の交流と、互いの技術の向

世界初のOSS製マーケティングオートメーション Mautic (マウ

定化されていませんが，電子工作，U-16プログラミングコンテ

えに生じるたくさんの問題についてグチり合い、慰め合い、同

上を目指して活動をしています。現在は室蘭工業大学とはこだ

ティック)の勉強会コミュニティです。デジタルマーケティング

ストに向けた富良野圏域小中学生への教室開催，奇数週の金曜

調しながら、あわよくば解決策を見い出そうという試みです。

て未来大学の学生を中心に、学校の枠を越えた勉強会を開催し

や、CMS・CRM・SFAとの連携などの活用方法を皆さんで共

の夜にfuel と名付けたもくもく会を行っています．観光を兼ね

主な活動内容はお互いの近況報告とフロントエンドの最新動向

ています。昨年度の総大会では、部員が集まり同人誌を執筆し

て富良野までお越しになりませんか？お待ちしております．

にため息をつくことです。

ましたので、是非ご覧ください。

情報:

http://furait.info/ (代表 : @tomio2480)

情報:

https://sappopo-girls-night-out.connpass.com

情報:

http://students.local.or.jp/ (代表: 竹内 健人)

OSC-do:

<ブース展示> Room204

これから:

18/10/13(土) 14:00～17:40 『Developer meetup

OSC-do:

<ブース展示> Room204

タグ:

富良野，電子工作，U-16プロコン，勉強会兼観光

for beginners 「札幌ITひよこ会」#2』開催。

これから:

18/08～18/09か19/01付近に学生部総大会を予定。

女子会, 初心者, グチ

タグ:

学生

タグ:

マーケティング
ツール

有しあうことで、お互いが成長できる事を目指します。開発担

お待ちしております。(Mautic Meetup Sapporoが、名称変更し
たコミュニティです。)

情報:

Sapporo/ (代表: 齋藤 厚作)
OSC-do:

<ブース展示> Room204

タグ:

マーケティングオートメーション, PHP, Symfony,

エフスタ!! HOKKAIDO

れ、IT産業の活性化、ITによる産業の活性化、技術・知識の普

福島県で発足したIT勉強会コミュニティ「エフスタ!!」の北海

及、技術者の育成を目指して活動する任意団体です。新しい技

道支部です。ITで地方を面白くすることがエフスタ!!のミッシ

術、動向を積極的に取り込み、基礎的な技術を若い世代へ継承

ョンであり、大人から子供まで「ITっておもしれえんだよ！」

していくためのコミュニティを目指しています。

と感じてもらえるようなイベントを開催していきます。親子で

サッポロ電子クラ フト部

の勉強会参加も歓迎です。

ものづくりに興味があるが、自分の技術だけでは足りない、ア

http://hakoika.jp (代表: 市村 淳一)

これから:

18/09/29(土) HAKODATE Developer Conference

タグ:

Twig, LP, ABテスト, Eメールマーケティング, サ
イトトラッキング

IT全般

http://efsta.com/

イデアも実現できます。サッポロ電子クラフト部は、ものづく

https://www.facebook.com/efsta.it (代表: 小倉 大)

りに興味がある人々が集まり、アイデアをグループに分かれて

これから:

今年中に1回開催予定。[詳細]Facebook参照

実現する活動です。活動内で製作した作品は、イベントなどに

タグ:

IT全般

情報:

技術継承, 技術教育, JAWS-UG

ものづくり
/電子工作

日本ITストラテ ジスト協会 北海道支部

出展して来場者に作品を見てもらいます。

情報処理技術者試験のＩＴストラテジスト資格保持者と資格取
得を目指す人が、参加しているコミュニティです。IT業界が抱

情報:

https://sapporo-elec.com/

これから:

18/07/14(土)～18/11末まで隔週で全10回『サッポ

3

ロ電子クラフト部 シーズン7』@CreativeLounge

える様々な課題を解決すべく、相互研鑽と情報発信を進めてい

July, 2018

北海道
ITコミュニティ・ITイベントガイド

ます。

情報

2

イデアがない、時間が取れないなどでも、仲間と一緒ならばア

2018 (詳細 http://devcon.hakoika.jp/ )

3

https://www.meetup.com/ja-JP/Mautic-Meetup-

道南地区のIT企業、ITに関わる技術者、学生によって運営さ

情報:

1

当の方・WEBマーケティング担当の方や、初めての方もご参加

はこだてIKA

2

F

https://www.jista.org/ (日本ＩＴストラテジスト協
会)

SHARE [詳細]https://sapporo-elec.com/
season7_request/
OSC-do:

<ブース展示> Room201+202

タグ:

電子工作

https://www.facebook.com/jista.hokkaido/ (北海道

4

支部)

RIM友の会

コンタクト: hokkaido@jista.org
これから:

RIM友の会は、Robotics + IoT(Internet-of-Things) + Machine

偶数月第3木曜日を中心に定例会・勉強会を開催

learningを主とした同好会です。どちらかというと、専門家よ

▼18/07「大人の社会見学」を予定▼18/09/15(土)

セミナー『IoT業界におけるビジネスチャンスと起

GGJNextSapporo

ET ロボコン北海道地区実行委員会

業家精神の源泉』開催▼18/10/27(土)～18/10/28

Global Game Jamに参加してみたいけど、参加するためのスキ

世界をリードするエンジニアの育成を目指し、若手、初級エン

ルを身に付けたいという人のうち、中高生を対象にしたブラン

ジニア、および中級エンジニア向けに、分析・設計モデリング

チ企画が2018年に世界各地で始動されることになりました。札

開発、製品サービスの企画開発にチャレンジする機会を提供し

幌でもこの企画に参画するべく準備をすすめております!ゲーム

ます。毎年秋に道内で地区大会を開催しています(今年は稚

開発をしてみたい若者の参加お待ちしています!

内)。

情報:

http://next.ggjsap.juegos/

情報:

http://hokkaido.etrobo.jp/2018/

これから:

19/07/29(日) 10:00-19:00 に本イベント開催

OSC-do:

<ブース展示> Room201+202

タグ:

ゲーム, 教育

これから:

18/09/23(日) 北海道地区大会@稚内北星学園大学

タグ:

組み込みソフトウェア、モデリング、ロボット

(日) 『ITC札幌との合同合宿 in 後志』
タグ:

ゲーム

情報処理技術者試験、ITストラテジスト、JISTA

のところ、マルチコプターや4輪ラジコンやROVの自律移動に
向け、周辺マップや移動経路探索あたりをごにょごにょしてい
ます。ディープラーラングやxR系技術もやってます。詳しくは
Facebook上で「RIM友の会」を検索してください。

情報:

これから:

ゲーム制作を中心に、何か新しい物を生み出したい、能力を高
めたい人達が集まるコミュニティです。大学生、専門学校生、

北海道ゲーム制作部(北ゲ部(きたげぶ))

社会人のほか、プロのゲーム開発者も交えて交流しています。

ゲームに関連した技術の勉強会・作業会・交流を目的とした団

プログラムができる、絵が描ける、音楽が作れる、何か覚えて

体です。ソフトの講座、もくもく会や交流と称したゲーム会な

みたい、とにかく興味がある。そんなあなたをお待ちしていま

ど、ためになる活動をゆるゆる楽しくやっていければと思って

す！

います。現在は主にLive2DとSpineの勉強会をやっています。

18/07/14(土)19:00～『RIM友の集い
Vol.1』@HalfSugar。1m級ドローンとラジコン改
造4輪ロボットを持ち込み予定。LT、および作った

J27awQ ▼今後、隔月間隔ぐらいで飲み会開催を予

Global Game Jam Sapporo

定。

毎年1月に行われる大規模ゲームハッカソンの運営をしていま

OSC-do:

す。世界共通のテーマに沿って48時間以内でゲームを作るとい

<ブース展示> Room201+202
<セミナー> 10:00『独学ではじめるロボティクス

うエキサイティングな体験を是非!札幌会場では例年80人前後の

入門』Room102-2

参加をいただいております。公式サイトにて作品紹介もしてい

タグ:

Robotics, IoT, 機械学習

6

ますので是非ともご覧くださいませ!

そのうちAfterEffectsなどにも手を出すかも…？別の技術で勉強
情報:

https://www.kawaz.org (代表: @CollapsedPlug)

定期開催:

1ヶ月～2ヶ月ごとにミーティング開催。

タグ:

会を開いてみたい方も是非。

(詳細 https://www.kawaz.org/events/ )

情報:

https://atnd.org/users/278021

ゲーム

タグ:

ゲーム

A

B

情報:

http://ggjsap.juegos/

これから:

19/01/25(金)～19/01/27(日) にイベント開催(18/11

『北海道 ITコミュニティ・ITイベント ガイド』は、道内で活動しているITコ
ミュニティや、開催されているITイベントをご紹介するフリーペーパーです。

～12月頃告知予定)

タグ:

ゲーム, ハッカソン

C

5

ものの持ち込み募集中。[詳細] https://goo.gl/

札幌ゲーム製作者コミュニティ Kawaz

6

https://www.facebook.com/groups/

457026661361831/

5

4

りは、初学者や趣味で楽しんでいる人のゆるい集まりです。今
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JAZUG札幌支部(きたあず)

iPhone Dev Sapporo(DevSap)

バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）をひっくるめ

Japan Azure User Groupは、Microsoft Azureを学び、楽しみ、

た領域：Mixed Reality(MR or xR）をキーワードにゆるーく集

札幌圏で活動する iOS アプリ開発者コミュニティ。奇数月に勉

活かす日本のユーザーグループです。札幌支部は2014年3月7日

まる集団です。イベント企画を提案したり、地域間コミュニテ

強会と懇親会を開催しています。Appleの発表イベントを 実況

に結成されました。Cloudにちょっと興味のあるゆるふわな方

ィの連携強化のために旅をしたりと、札幌の活動が盛り上がり

する動画配信など、その他さまざまな活動をおこなっていま

から実ビジネスで使用される方まで学べる勉強会を開催してい

す。

かも!?

情報:

https://kitaazu.azurewebsites.net/

情報:

https://devsap.connpass.com

これから:

18/07/28(土)13:00 - 17:00 『iPhone Dev Sapporo

(代表: マツイ ミホ)

勉強会 Jul, 2018』@インフィニットループ会議

<ブース展示> Room201+202

605743806447036/

室。(詳細 https://devsap.connpass.com/event/

<セミナー> 16:10『Azure のポータル画面で、AI

OSC-do:

<ブース展示> Room201+202

90071/ )

フレーバな BOT の作成ハンズオン』@Room104

タグ:

Oculus Go, Mirage Solo, VRChat, HoloLens, xR,

情報:

https://www.facebook.com/groups/

OSC-do:

タグ:

VR, AR, ショッカソン, Vtuber, DoMCN

なこと体験させたい！こんなこと体験させたい！と思う人が集

うコミュニティです。人間の五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・

タグ:

クラウド, webサイト, サーバー, フロントエンド,

iOS, Apple, Swift, Objective-C, 言語, ゲーム, マネ

定期開催:

HokkaidoMotionControlNetwork/
<ブース展示> Room201+202

これから:

18/07/21(土) 札幌HoloLens ミートアップ vol.2 ～

タグ:

4

ショッカソンin札

タグ:

https://agilesapporo.doorkeeper.jp/

TestEngineer'sForum 北海道(TEF道:てふどう)
三度の飯よりソフトウェアテストが大好き!!ソフトウェアのテ

ムライ-達人開発者への道』の読書会を開催。

ストを中心として、ソフトウェアテストの勉強会、ワークショ

アジャイル, スクラム, 開発, チーム, 改善

ップの開催にとどまらず、良いソフトを作るための技術やノウ

情報:

旬 ～ 18/11中旬

グ講座を札幌近郊や北海道内一円で開催している運営スタッフ

コンタクト: https://www.kokuchpro.com/group/tef_do ,

会▼このほか、xRもくもく会などを実施中。(詳細

の会です。エンジニアやプログラマースタッフによるハード教

Facebookグループ https://www. facebook. com/

材づくりも行い、子どもたちにモノづくりとコンピューターの

HokkaidoMotionControlNetwork/ )

関りと面白さを伝える活動をしています。IchigoJamはセンサー

DoMCN, HoloLens, xR, VR, AR, ショッカソン,

せで、大人でも楽しむことができます。運営スタッフを募集し

Vtuber, VRChat

ています。Facebookグループにご参加ください。

情報:

https://ospn.jp/ossdics/

index.php?TEAM%20IchigoJam%E3%81%BB%E

CoderDojoは、子どもたちのためのプログラミング道場です。

3%81%A3%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A

日本全国で140ヶ所以上、世界では85カ国・1,600以上の道場が

9%E3%81%86

定期的に開催されています。 CoderDojo は「オープンソー

OSC-do:

<ブース展示> Room204 これから: 18/08/11(土)～

ス」と呼ばれる文化に根付いたコミュニティであり、誰でも自

18/08/12(日) 体験工作教室「IchigoJamを作って、

由に無料で参加でき、メンターと好きなことを学び、チャレン

プログラミングに挑戦しよう！」@小樽市総合博物

ジできる「デジタル公園」ような場所です。

館

タグ:

U-16プログラミン グコンテスト

Code for Sapporo

位陣が集まり全道大会も行っています。コンテストは競技部門

Code for Sapporoは札幌および周辺の地域で起こっている課題

と作品部門の2部門で行われますが、競技部門は対戦型ゲームの

を「コード」によって解決していくことをモットーに活動する

キャラクターを参加者が事前にプログラミングし競技に参加し

コミュニティです。私たちのまわりにはコードの力を少し加え

ます。作品部門はデジタル作品であればどんなものでも参加で

ることで解決に近づく課題に満ちていると考えています。函

きます。このコンテストをとおして、パソコンが好きな子ども

館、森町、室蘭の各Code for・シビックテックコミュニティと

たちの夢や目標となる場所を提供し、情報技術のプロに作品を

も連携し、北海道のシビックテック活動をささやかに推進して

評価されることで、子供たちの健全育成と将来のIT技術者を育

いきます。

教育, 初等中等教育, IchigoJam, ハードウェア
OSC-do:

[札幌] http://coderdojo-sapporo.jp ,

cタグ:

おくべきテストの情勢』@Room206

てることを目的としています。

[全道・旭川]http://www.procon-asahikawa.org/

<ブース展示> Room201+202

<セミナー> 16:10『スーパープログラマも知って

うになり、2018年は札幌にて開催されます。また全道各地の上

これから:

http://www.codeforsapporo.org/

タグ:

シビックテック、オープンガバメント、オープン

情報交換会開催。
タグ:

tefdo

北海道でBSD系のOSが好きな人が集まってよた話をしている
グループです。現在は休眠状態に近いですが、毎年OSC北海道

データ

[札幌] http://sapporo.u16procon.org/

にはなんらかのネタ出しをしています。BSD系のよた話が好き

<ブース展示> Room204

な人がいらっしゃいましたらご連絡ください。

[札幌東] https://coderdojo-sapporo-

<セミナー> 13:00『「U-16プログラミングコンテ

east.blogspot.jp ,

スト」の紹介と「大人プログラミングコンテス

情報:

http://www.no.bug.or.jp/

ト」』@Room207

OSC-do:

<ブース展示> Room204

これから:

教育

<ブース展示> Room201+202

(火) 旭川大会説明会@旭川工業高等専門学校

催。

▼18/10 釧路大会▼18/10/28(日) 札幌大会@札幌コ

CoderDojo, Ninja, Kids, Scrath, RaspberryPi,

ンベンションセンター▼18/11/03(土・祝) 旭川大

micro:bit, python, Unity, Arduino, 電子工作, ドロ

会/全道大会 @ イオンモール旭川駅前 イオンホー

ーン, STEM, ICT

ル

B

C

5

<セミナー> 13:00『NetBSDのご紹介』

@Room103

路工業高等専門学校▼18/07/30(月) ～ 18/07/31

毎月第２、第４日曜日、第１、第３土曜日に開

A

OS

18/07/07(土) ～ 18/07/08(日) 釧路大会説明会@釧

4

直近のシンポジウム、カンファレンスへの参加の

北海道*BSDユーザーズグループ(NoBUG)
情報:

[釧路] https://u16procon-kushiro.qloba.com/

eniwa.fathercomputer.com

定期開催:

OSC-do:

コンテストです。翌年に釧路で、その後帯広でも開催されるよ

情報:

https://ameblo.jp/tef-do/

https://www.slideshare.net/tef-do

2010年に旭川で始まった16歳以下を対象としたプログラミング

[恵庭] https://coderdojo-

OSC-do:

ど、いろいろやってます。

2015年から子どもパソコンIchigoJamを活用してプログラミン

VTuberハッカソン2018札幌大

3

ハウの共有、ときには研究っぽいことをやってみて論文提出な

シビックテック

幌～触覚でVRの先をつくるハッカソン～▼18/10下

CoderDojo(コーダー道場)札幌・札幌東・恵庭

情報:

インフラ, クラウド, .NET, Microsoft, おやつ

月一回、ジョナサン・ラスマセン『アジャイルサ

制御やロボットカー、さらにI2CやJavaScriptなどとの組み合わ
タグ:

6

たらす利点』@Room104

テクノロジー

TEAM IchigoJam ほっかいどう

2

「Blazor」 ― その概要と Web アプリ開発者にも

開発/

夏編～ (詳細 https://hololens.connpass. com/
event/90368/ ) ▼18/09/09(日)

<ブース展示> Room204

リが開発できるフレームワーク&開発環境

(代表: 鈴木 淳司)

OSC-do:

OSC-do:

<セミナー> 11:00『C# で Single Page Web アプ

情報:

https://www.facebook.com/

http://clr-h.jp (代表代理: 清水 勝也)

しながら学ぶ場です。札幌でアジャイルに関する活動を行い、

い体験を創造したりします。時間・空間に縛られない世界を体

情報:

情報:
アジャイルについてアツく話し合い、実際に手を動かして体験

の内容をベースに参加者でディスカッションしています。

験しませんか？

Microsoft系が多めですがテーマフリーです。おやつタイムに

ください。共催のお誘いもお待ちしております。

月一で「アジャイルサムライ」の読書会を開催しています。本

かのような感覚を再現したり、物理法則を超えたまったく新し

CLR/H

LTもありますのでプレゼンの練習にもどうぞ。ぜひ一度ご参加

タイズ, 広告

私たちが参加したいと思える勉強会を開催しています。最近は

嗅覚）に人工的な刺激を与え、あたかも本当の体験をしている

1

ゆる～く、おいしくおやつを食べながら勉強会をしています。

アジャイル札幌

バーチャルリアリティ・拡張現実の技術を応用し、人々にあん

5
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ITコミュニティ・ITイベントガイド

バックエンド, 開発, 機械学習

Hokkaido MotionControl Network(DoMCN)

F

ます。

VR/MR/AR

の垣根を超えてスキル問わず遊びましょう!強い仲間がみつかる

3

E

札幌xR部

そうであればなんでもアウトプットOKなグループです。 会社

2

D

タグ:

6

OS

『北海道 ITコミュニティ・ITイベント ガイド』は、道内で活動しているITコ
ミュニティや、開催されているITイベントをご紹介するフリーペーパーです。
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1

B

C
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Javaエンジニアグループ北海道(Java Do)

サッポロビーム(Sapporo.beam)

Sapporo.cpp(札幌C++勉強会)

北海道のJava User Groupです。Javaのライブラリやフレームワ

ErlangのVM(BEAM)上で動作する言語(ErlangやElixir)に関す

勉強会では、新しい言語仕様などの基本的事項、機械学習など

ークのハンズオンを中心に、参加者が興味のある技術や物事を

る話題やそうでない話題について毎週木曜日19:00-21:00頃にわ

の応用、実際にコードを書く企画などを取り扱っています。ま

"Javaユーザーに知って欲しい○○"といったテーマでトークす

いわいやる集まりです．オンラインでの参加も歓迎していま

た、ほぼ毎週オンラインもくもく会を開催し、継続的なC++の

る勉強会を定期的に開催しています。Javaに興味がある皆さ

す．詳しくはwebをみてね．やろう！

勉強を支援しています。これから初めてみたい方も歓迎です。

ん、初心者・学生の皆さん、一緒に「Java、どうでしょう」！

http://sapporo-beam.github.io/
情報:

https://sapporocpp-mokumoku.connpass.com/

<ブース展示> Room204

定期開催:

ほぼ毎週木曜日19:00～開催。

OSC-do:

<ブース展示> Room204

18/07/18(水)19:10～ 『Java・JDKアップデートセ

タグ:

言語

タグ:

言語

https://javado.connpass.com/

OSC-do:
これから:

(代表: ヽ（´・肉・｀）ノ (にく))

July, 2018
北海道
ITコミュニティ・ITイベントガイド
Sapporo.scala
だり、Scalaに関するセッションをおこなったりします。

て情報共有しましょう！』@インフィニットループ

2

会議室 (詳細 https://javado.connpass.com/event/

92914/ )

情報:

https://sapporo-scala.connpass.com/

CSS Nite in SAPPORO

これから:

18/07/21(土)13:00～Sapporo.scala#1@インフィニ

東京をはじめ全国各地で開催している「CSS Nite（シーエスエ

ットループ会議室。道外からの参加希望者限定の

ス・ナイト）」の札幌版です。「ウェブとマーケティングをつ

リモート参加有。 (詳細 https://sapporo-

なぐセミナーイベント」をテーマとして、ウェブ制作・ウェブ

scala.connpass.com/event/89313/ )

マーケティングの専門家によるセミナーイベントを、年数回開

Java, Server Side Java, 開発手法, プログラミング

言語

Python札幌(pysap)
ィです。業務でPythonを実際に活用している職業プログラマか

情報:

http://cssnite-sapporo.jp/

タグ:

ウェブ制作、Web制作、マーケティング、

ら、学生、初心者まで幅広く交流しています。現在は、年数回

HTML、CSS、JavaScript、SEO、ユーザーエクス

程度の発表形式の勉強会と月一ペースでのもくもく会を中心に

MT蝦夷

http://python-sapporo.github.io/

OSC-do:

<ブース展示> Room204

これから:

18/07/08(日) Django 勉強会@インサイトテクノロ
ジー 札幌開発センター。[詳細] https://pythonsapporo.connpass.com/event/91541/

タグ:

北海道でのPerlユーザの交流を目的とした有志による技術コミ

Sapporo.clj
プログラミング言語Clojureのもくもく会を中心として偶数月に

開催してます。LISP系の動的型付けな関数型言語に興味ある方
はご連絡ください。

情報:

http://sapporoclj.github.io/ (代表: @aloelight)

タグ:

言語

ュニティです。イベントは不定期開催ですが、プログラミング
初学者向けのPerl入学式 in 札幌の運営をJPAの協力の下で行っ

ております。

情報:

http://hokkaido.pm.org/ (代表: @aloelight)

OSC-do:

<ブース展示> Room204

これから:

18/07/14(土)『Perl入学式 in札幌 第1回 ～環境構
築編～』@札幌カフェ。(詳細 https://perl-

札幌移住計画は、札幌にUターン・Iターンする人を増やそうと

いう有志メンバーで進める移住推進プロジェクトです。札幌市
タグ:

内のIT企業数十社を集めて東京に集結し、地元企業アピールを

これから:

お仕事でMTを利用しているデザイナーや開発者の方々を対象
に、年に数回、セミナーや情報交換会などを行っています。興
味のある方はぜひご参加ください。

情報:

http://mt-ezo.net/ (代表: 西山 泰史)

タグ:

CMS, ブログ, ウェブサイト運営, MTML, Perl,

WEB/CMS

HTML/CSS, テンプレートエンジン

kintone Café 札幌支部

言語

まだkintoneに触れたことの無い方から、より高度なカスタマイ

4

ズを行いたいと考えているプロフェッショナルの方まで幅広い
層を対象に、楽しく学び・教え合うことでkintoneの魅力や活用

ヒューマンリレーション

法をみんなで共有するための勉強会コミュニティです。

います。

情報:

グループです。道内でMTを利用しているユーザーをはじめ、

entrance-sapporo.connpass.com/event/90548/ )

行う「みんなの札幌移住計画」というイベントをはじめとし
て、移住・定住を盛り上げるための数多くの取り組みを行って

3

パブリッシングプラットフォーム「MovableType」のユーザー

Hokkaido.pm

言語

札幌移住計画

4

ペリエンス、SEO、UX

活動しています。

情報:

2

催しています。

札幌市周辺で活動するプログラミング言語Pythonのコミュニテ

3

1

初心者を中心にしたScala勉強会です。入門者向けの資料を読ん

ミナー in 札幌：Javaのリリースモデル変更につい

タグ:

F

皆様お待ちしております。

情報:
情報:

E

ハッカソン

http://sapporo-iju.jp/

19/01に東京でイベントを予定。

情報:

https://www.kintonecafe.com/

タグ:

クラウド, 業務アプリ, ワークフロー, コミュニケー

Drupal さっぽろ
北海道の札幌および周辺で活動する Drupalユーザーの地域コミ

ション,開発プロセス(新しいSI)

ュニティです。札幌と小樽で定期的にmeetup（勉強会）を開催

5

したり、OSC 北海道に参加したり、温泉で合宿をしたりしてい
ます。興味をお持ちいただけたら、ほぼ毎月やっている

数学勉強会@札幌

道内の一次産業とITを組み合わせたハッカソンを行い道内の一

大人のためのやり直しの数学勉強会です。大学初年度～少し先

次産業とIT技術者を応援します。最近は林業をテーマに毎年継

のレベルで様々なテーマを扱っており、現在はガロア理論、過

続的にハッカソンを開催しています。

去には複素関数論・グラフ理論・位相なども扱ってきました。

参加メンバーの年代も様々で、20代から70代と幅広いです。真
剣に数学を勉強したい人、お待ちしております。

6

meetup に遊びに来てみてください。Drupal が好きな人なら誰

HPH(北海道第一次産業ハッカソン2018)

情報:

数学

https://www.do-hack.org/

コンタクト: hph2018@googlegroups.com (代表: 北原)

OSC-do:

<ブース展示> Room204

これから:

18/08/18(土)～18/08/19(日) 『Hph2018 林業 x It

情報:

https://sites.google.com/site/mathsapporo/

定期開催:

原則毎週月曜19:00～勉強会@インフィニットルー

アイデアソン In 津別町』[詳細] https://

プ 会議室

www.facebook.com/events/266921844064624/

タグ:

タグ:

数学

A

B

でも参加できる気楽な集まりです。

○ PDF版ガイドのダウンロード

情報:

https://drupalsapporo.net/ (代表: 白根 健司)

OSC-do:

<ブース展示> Room204

<セミナー> 16:10『Drupal 8 テーマ入門』@103

本ガイドのPDF版は、以下のURLにあるリ
ンクからダウンロードしていただけます。

タグ:

CMS,PHP,Symfony,Twig,ブログ,ウェブサイト構
築,システム開発

6

http://www.local.or.jp/about/community

hph2018、一次産業、ハッカソン

C

5
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ミュニティや、開催されているITイベントをご紹介するフリーペーパーです。
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北海道情報セキュリティ勉強会(せきゅぽろ)

enywhere

AD愛甲会(Attack & Defense in Sapporo)

北海道において情報セキュリティの勉強会を定期的に開催する

恵庭市で情報セキュリティのための活動をしています。主にイ

セキュリティ勉強会です。実際に手を動かすことを重視してい

ことを目的としたIT勉強会コミュニティです。おいしいお菓子

ンターネット安全教室を開催します。

ます。CTFのひとつのジャンルである Attack & Defense をメ

を食べながら、セキュリティ業界の第一線で活躍する講師陣か

インに扱っていますがその他にもいろいろ手を動かしながら勉

ら最新のセキュリティ技術や考え方を学ぶことができます。ま

コンタクト: info@ramupirika.jp (代表: 齋藤)

た、IPA インターネット安全教室の共催団体として、学校や一

タグ:

強しています。

セキュリティ, インターネット安全教室

般の方を対象とした情報セキュリティ啓発活動も行っています

情報:

https://44b65c5061cecfdc02f94b9ce2.doorkeeper

情報:

http://secpolo.techtalk.jp/ (代表: 八巻 正行)

コンタクト: info@ramupirika.jp (代表: 齋藤)

OSC-do:

<セミナー> 11:00『若年層のネット活用と情報モ

タグ:

.jp/

AD愛甲会

ラル教育』@Room207
タグ:

2

セキュリティ

一般社団法人LOCAL

セキュリティ

北海道における技術系地域コミュニティの活動を支援するとと

北海道地域情報セキュリティ連絡会(HAISL)

もに、コミュニティ間の連携イベント企画開催等を通して、地

北海道における情報セキュリティ意識の向上と人材の育成を目

域を盛り上げていくことを目標とする有志の集まりです。

的として、産（企業）学（学識）官（自治体等）が連携して情

報を共有し、勉強会の開催や情報発信などの活動を行う会で

URL:

す。行政三者（総務省、経済産業省、警察）が事務局を務める

http://www.local.or.jp/
(代表理事: 澤田 周)

特徴のある会で企業、団体の他、個人の参加も可能です。

定期開催:

毎月第3水曜日に定例会を開催。
会員をはじめ、広く一般のみなさまにご参加いた

3

情報:

https://www.facebook.com/haisl0929/

タグ:

セキュリティ

だけます。
Tag:

コミュニティ、ITイベント、北海道

コミュニティハブ
LOCAL安全部

オープンソース カンファレンス北海道実行委員会

(一社)LOCALの部活動の一つとして、道内で情報セキュリティ

毎年開催される(2018年は07/06(金)～07/07(土)に開催、2018年

について啓発できる講師の育成を目指し、情報セキュリティ関

は05/31(金)～06/01(土)に開催予定。いずれも札幌コンベンシ

連の教材を用いた勉強やプレゼンテーション技術の習得などを

ョンセンターで。)オープンソースカンファレンス北海道の企

行っています。また、一般の方(非IT系)を対象とする情報セキ

画、運営を担当するボランティアベースの委員会です。興味を

ュリティ講座への講師派遣を通して、「学習」で立ち止まるこ

お持ちの方であれば、社会人のみならず、学生の参加も歓迎で

となく「実践」を通したスキルアップも行っています。さら

す。

に、セキュリティミニキャンプなどの運営支援を通して、学生
の育成にも力を入れています。

4

これから:

19/01～19/02 『キックオフ・ミーティング』
▼19/05/31(金)～19/06/01(土) 『オープンソースカ

情報:

http://www.local.or.jp/clubs/anzen

タグ:

セキュリティ

ンファレンス2019北海道』
Tag:

コミュニティ、ITイベント、北海道、OSC

○ グループ・インデックス

○ お断り

5

本資料は、2018年7月初旬までに各コミュニティ
から提供された情報を元に編集しました。作成後
に情報が変更されている可能性がありますので、
最新の情報は、WEBなどの情報をご確認くださ
い。
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