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FuraIT

はこだてIKA

北海道富良野市で活動しています．月に1度の活動を目標にしていま

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れ、IT産

北海道*BSDユーザーズグループ

すが，うやむやになっています．電子工作系の内容が最も多いです．富

業の活性化、ITによる産業の活性化、技術・知識の普及、技術者の育

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

良野県域の仲間を増やしたいと思い早3年．かなりゆったりペースで増

成を目指して活動する任意団体です。新しい技術、動向を積極的に取

です。現在は休眠状態に近いですが、毎年OSC北海道にはなんらかの

えています．富良野圏域外のみなさま，富良野へご旅行のついでに何

り込み、基礎的な技術を若い世代へ継承していくためのコミュニティを

ネタ出しをしています。BSD系のよた話が好きな人がいらっしゃいました

か発表して行かれませんか？

目指しています。

URL:

URL:

http://hakoika.jp (代表: 高橋 哲也)

URL:

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

Tag:

技術継承, 技術教育, JAWS-UG

Tag:

OS

http://furait.info/ (代表: @tomio2480)

イベント: 2017/01/28 FuraIT #23 - プログラミングで脳トレしよう

OS

F

プロジェクト
マネジメント/
テスト

らご連絡ください。

1

(詳細: https://furait.connpass.com/event/48965/ )
Tag:

富良野, 電子工作, ゆるい, 勉強会兼観光, 自由

TestEngineer'sForum 北海道(TEF道:てふどう)

TOC/TOCfE北海道

テストをこよなく愛する人々が集まり、議論する場。それがＴＥＦ道。参
加者が実際に取り組み、その成果物を持ち寄り、心ゆくまでディスカッシ

2

エフスタ!! HOKKAIDO

北海道北見市で活動するIT系コミュニティです。経験・未経験、年齢を

福島県で発足したIT勉強会コミュニティ「エフスタ!!」の北海道支部で

問わず、仲間とワイワイ学びながら交流する場を作っています。みなさ

す。ITで地方を面白くすることがエフスタ!!のミッションであり、大人から子

まのご参加をお待ちしております！

供まで「ITっておもしれえんだよ！」と感じてもらえるようなイベントを開催

IT全般
URL:

http://ohotech.info/

Tag:

未経験OK 楽しい

会です。その問題解決の手段としてTOCの手法を用いて実践すること

ョン。テストの楽しさを知る不定期開催のワークショップ。それがＴＥＦ道

Ohotech

で学んでいきます。勉強会では、TOCの理論やプロジェクトマネジメント

スタイル。全ての品質をこの手に！来たれ！ＴＥＦ道へ！

2

手法、教育にも役立つ思考ツール等を学んでいきます。
URL:

TEF道ブログ http://ameblo.jp/tef-do/ (代表: 小楠 聡美)

URL:

Tag:

(詳細 https://tefdo.doorkeeper.jp/ )
Tag:

http://efsta.com/

https://www.facebook.com/tocfe.hokkaido/
(代表: 水野 昇幸)

イベント: 月1回のペースで勉強会を開催。

していきます。親子での勉強会参加も歓迎です。
URL:

職場や家庭、教育の問題を自ら解決する力をお互いに学ぶ為の勉強

TOC, TOCfE, CCPM, ザ・ゴール, 論理思考,
プロジェクトマネジメント, 教育

ソフトウェアテスト, ソフトウェア品質

https://www.facebook.com/efsta.it
Tag:

3

LOCAL学生部

釧路OSSコミュニティ札幌支部

北海道でIT系の勉強をしている学生の交流と、互いの技術の向上を目

釧路 OSS コミュニティのクローンです。毎回参加者間で意見を出し合

指して活動をしています。現在は室蘭工業大学と苫小牧高専の学生を

い、そこで決めたテーマでの勉強会とお食事会を毎月継続していく事を

中心に、学校の枠を越えた勉強会を開催しています。

目指しています。今後はマイコン制御を題材にした勉強会も開催する
予定です。

URL:

http://students.local.or.jp/

Tag:

学生

(代表: 藤田 優貴)

URL:

https://www.facebook.com/sapporo946oss
(代表: 池田 晃和)

IT全般

北海道
ITコミュニティ・ITイベント
ガイド

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

Global Game Jam Sapporo

人達が集まるコミュニティです。大学生、専門学校生、社会人のほか、

全世界80か国以上で、行われるゲーム開発イベント。ビギナーからプロ

プロのゲーム開発者も交えて交流しています。プログラムができる、絵

の開発者まで幅広い層からの参加者が、週末の48時間を使ってゲー

が描ける、音楽が作れる、何か覚えてみたい、とにかく興味がある。そ

ム開発を行う。2017年は、札幌市内と定山渓温泉の2会場で開催さ

んなあなたをお待ちしています！

れた。。

URL:

URL:

https://ggjsap.doorkeeper.jp/

Tag:

ゲーム

4

Sinatra札幌

マを扱っています。また、オセロなどの簡単なゲームAIを作る企画も行

札幌でSinatraに関連する勉強会を開催しています。去年は9月に勉強

ってます。ほぼ毎週オンラインもくもく会を開催し、継続的なC++の勉強

会を行いました。詳しい内容はURLをご覧ください。

を支援しています。これから初めてみたい方も歓迎です。皆様お待ちし

http://www.kawaz.org (代表: miio)

イベント: 2ヶ月 or 1ヶ月に1回ミーティング

(詳細 http://www.kawaz.org/events/ )

Sapporo.cpp／札幌C++勉強会
新しい言語仕様などの基本から、機械学習を交えた応用まで広くテー

3

札幌ゲーム製作者コミュニティ Kawaz

Tag:

『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。

ゲーム

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しながら学

ております。
URL:

http://sinatrasapporo.org

Tag:

Ruby

ぶ場です。札幌でアジャイルに関する活動を行い、私たちが参加したい
URL:
Tag:

(代表: hotwatermorning)

CodeJP

言語

今年で5回目となるCodeですが、今年は8月6～7日 *定山渓ビューホ
テル* にて1泊2日Code漬けのイベントを開催予定です。

ErlangのVM(BEAM)上で動作する言語(ErlangやElixir)に関する話題や
そうでない話題について毎週木曜日19:00-21:00頃にわいわいやる集

企画も刷新し、Codeに携わる全ての方が楽しんで、Codeについて語れ

元はLOCAL PHP部という名称で活動していましたが2013年春から

るイベントとなる予定です。集まれCode好き！

強会を開催しています。初心者をターゲットにしたものから上級者向け

やろう！

言語
http://sapporo-beam.github.io/

(代表: ヽ（´・肉・｀）ノ (にく))
イベント: ほぼ毎週木曜日19:00から
Tag:

Sapporo.php

開発/
テクノロジー

言語

URL:

https://agilesapporo.doorkeeper.jp/ (代表: 鈴木 淳司)

Tag:

アジャイル、開発、チーム、改善

JAZUG札幌支部(きたあず)

Sapporo.phpに改名しました。ゆるく長くをモットーに札幌にて隔月で勉

まりです．オンラインでの参加も歓迎しています．詳しくはwebをみてね．

URL:

と思える勉強会を開催しています。

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

Sapporo.beam(サッポロビーム)
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4

アジャイル札幌

Japan Azure User Groupは、Microsoft Azureを学び、楽しみ、活かす
URL:

http://codejp.connpass.com/ (代表: なおき)

日本のユーザーグループです。札幌支部は2014年3月7日に結成さ

の濃い内容のものまで、その時々で幅広い内容を心がけています。デ

れました。Cloudにちょっと興味のあるゆるふわな方から実ビジネスで使

ザイナーの方も歓迎です。

用される方まで学べる勉強会を開催しています。

URL:

http://sapporo-php.net/

URL:

Tag:

言語, プログラミング, Web, PHP

イベント: 年4～5回ほど開催。(詳細 Twitter（@kitaazu_chan）他)
Tag:

5

https://kitaazu.azurewebsites.net/ (代表: マツイ ミホ)
クラウド, webサイト, サーバー, フロントエンド, バックエンド,

開発, 機械学習

6

Hokkaido.pm

Sapporo.clj

iPhone Dev Sapporo (DevSap)

北海道でのPerlユーザの交流を目的に2010/04/09に開始した有志

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

札幌圏で活動する iOS アプリ開発者コミュニティ。奇数月に勉強会と

による技術コミュニティです。イベントは不定期開催ですが初心者向け

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

懇親会を開催しています。Appleの発表イベントを 実況する動画配信

勉強会(Hokkaido.pmCasual)は毎月第3水曜日固定で開催していま

い。

など、その他さまざまな活動をおこなっています。

URL:

http://hokkaido.pm.org/ (代表: Yoshih iro Sasaki)

イベント: 2017/02/18(土) 13:00～17:00
『Hokkaido.pm #13』 @札幌市産業振興センター

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。Microsoft

6

系が多めですがテーマフリーです。おやつタイムにLTもありますのでプレ
ゼンの練習にもどうぞ。ぜひ一度ご参加ください。共催のお誘いもお待ち

す。Perl初めての方お待ちしています。

URL:

CLR/H

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

イベント: 2017/01/28 勉強会 & 新年会

イベント: 2017/02/25(土) 13:30～17:00
『Sapporo.clj#15』 @株式会社READO 会議室
(詳細: https://atnd.org/events/84431 )

しております。

(詳細: devsap.connpass.com/event/48228/ )
Tag:

iOS, Apple, Swift, Objective-C, 言語, ゲーム, マネタイズ,
広告

URL:

http://clr-h.jp (代表: 清水 勝也(代表代理))

Tag:

インフラ, クラウド, .NET, Microsoft, おやつ

(詳細: https://atnd.org/events/85060 )
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A

B
札幌でWebとかつくる人のための楽しい勉強会＆コミュニティです。集ま

SaCSS（サックス）は主に Web デザイナーやコーダー（マークアップエン

札幌の課題を「コード」によって解決していこうとするコミュニティです。

の座談会や、デモ、ワークショップ、もくもく勉強会などを中心に開催して

HTML や CSS、JavaScript や各種 CMS についてなどをテーマに、ハン

データベース

私たちのまわりには、コードの力を少し加えることで解決に近づく課題が

いきます。

あると考えています。あなたのまわりの「ちょっと困った」は、まだコードと

ズオンやセミナーを行なっています。
URL:

https://sacss.net/ (代表: 長谷川 広武)

出会っていないかもしれません。

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

(代表: @komomoaichi, @mori_ko)

イベント: 2017/01/28(土) 18:00～21:00

Tag:

『SaCSS vol.82 デザイナーもJavaScriptフレームワーク・ライ

Tag:

E

F

グループ・インデックス

Code for Sapporo

った参加者で話し合うテーマから決めて語り合うアンカンファレンス方式

ジニア）向けの内容で、ほぼ毎月勉強会を開催している団体です。

URL:

D

わくわくWWWさっぽろ

SaCSS(サックス)

1

C

Web制作、HTML/CSS、Webデザイン、アンカンファレンス、ワ
ークショップ、デモ

URL:

http://www.codeforsapporo.org/

Tag:

シビックテック、オープンガバメント、オープンデータ

ブラリに触れてみよう』 @札幌市民ホール会議室

札幌MySQL勉強会

(詳細 https://connpass.com/event/49194/ )

札幌市内にてMySQL好きの同士が集まって勉強会を行っています。主

2017/03/04(土) 18:00～21:00

に各自が興味のある内容を自由に研究する形の勉強会が多いです

『SaCSS vol.82』(詳細未定)

が、不定期でゲストを招いてのセミナー形式の勉強会も行われます。

HTML, CSS, JavaScript, デザイナー, マークアップエンジニア

シビックテック

URL:

http://www.geocities.jp/sapporo_mysql/

IT全般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p1
OS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p1
WEB/CMS ・・・・・・・・・・・・・・・・・ p2
開発/テクノロジー ・・・・・・・・・・・・・ p1
言語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p1
コミュニティ・ハブ ・・・・・・・・・・・・・ p2
シビックテック ・・・・・・・・・・・・・・・ p2
セキュリティ ・・・・・・・・・・・・・・・・ p2
データベース ・・・・・・・・・・・・・・・・ p2
プロジェクトマネジメント/テスト ・・・・・・ p1
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p2

1

(代表: @yukiconEx)

2

Tag:

WordBench

WEB/CMS

ですが、OSC北海道のセミナー・ブース出展を中心に、年に一度程度

パブリッシングプラットフォーム「MovableType」のユーザーグループで

参加お待ちしております。

す。道内でMTを利用しているユーザーをはじめ、お仕事でMTを利用し

http://wordbench.org/groups/sapporo/
Tag:

お断り

MT蝦夷

勉強会を開催しています。WordBenchサイトから参加できますので、ご

URL:

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

ウェブサイト、CMS, PHP

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。

kintone Café 札幌支部

URL:

http://mt-ezo.net/ (代表: 西山 泰史)

Tag:

CMS, ブログ, ウェブサイト運営, MTML, Perl, 、HTML/CSS,

テンプレートエンジン

本資料は、2016年6月初旬に、各コミュニ
ティから提供された情報をもとに2017年1
月の情報を追加更新して作成しました。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。

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の魅力や活用法をみんなで共有するため

の勉強会コミュニティです。
URL:

http://kintonecafe.com/category/sapporo/

(代表: 斎藤 栄)
Tag:

クラウド, 業務アプリ, ワークフロー, コミュニケーション,

北海道CTF勉強会

開発プロセス（新しいSI）

CTF(Capture The Flag)と呼ばれるハッキングコンテストの問題を参加

者同士で出題し、解き、解説しあう勉強会です。CTFを通じてIT技術に
親しんでもらう事を目的とし、勉強会仲間で大会予選に参加したり、関

北海道
ITコミュニティ・ITイベント
ガイド

連するイベントで様々な活動を行っています。

4

URL:

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

『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。

(代表: @mit_ti0901st)
Tag:

CTF,セキュリティ,法律

その他

北海道情報セキュリティ勉強会（せきゅぽろ）
一般社団法人LOCAL

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ことを

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もに、コミ

目的とした、IT勉強会コミュニティです。おいしいお菓子を食べながら、

ュニティ間の連携イベント企画開催等を通して、地域を盛り上げていくこ

セキュリティ業界の第一線で活躍する講師陣より、最新のセキュリティ

とを目標とする有志の集まりです。

技術や考え方を学ぶことができます。どなたでもぜひ気軽にご参加くだ

数学勉強会

さい。

5

セキュリティ
URL:

URL:

http://www.local.or.jp/
(代表理事: 澤田 周)

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

イベント: 2017/02/25(土) 『サイバー防犯キャンペーン』ブース展示

コミュニティ、ITイベント、北海道

@アリオ札幌

大人のためのやり直しの数学勉強会です。大学初年度～少し先のレベ
ルで様々なテーマを扱っており、現在は集合・位相、過去には群論・複
素関数論・グラフ理論なども扱ってきました。参加メンバーの年代も
様々で、10代から60代までと幅広いです。真剣に数学を勉強したい

2017/03/08(水) 『サイバーセキュリティフォーラム』

人、お待ちしております。

2017/04『第24回勉強会』(詳細未定)
Tag:

URL:

セキュリティ

https://sites.google.com/site/mathsapporo/
(代表: 中村 良幸)

イベント: 毎週月曜日19時から勉強会。

コミュニティ・ハブ

6

LOCAL安全部

HAISL（北海道地域情報セキュリティ連絡会）

(一社)LOCALの部活動の一つとして、道内で情報セキュリティについて

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的とし

啓発できる講師の育成を目指し、情報セキュリティ関連の教材を用い

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

た勉強やプレゼンテーション技術の習得などを行っています。一般の方

会の開催や情報発信などの活動を行う会です。行政三者（総務省、経

(非IT系)を対象とする情報セキュリティ講座への講師派遣を通して、

済産業省、警察）が事務局を務める特徴のある会で企業、団体の他、

「学習」のみならず「実践」にも力を入れています。。

個人の参加も可能です。

URL:

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

URL:

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

Tag:

セキュリティ

Tag:

セキュリティ

A

2

名称インデックス

WordPressの地域コミュニティーがWordBenchであり、WordBench札幌
は北海道札幌市のWordPressユーザの集いです。現在活動は少ない

3

データベース、RDB, MySQL, MariaDB

(詳細Googleグループ(公式サイトにリンクあり))
Tag:

北海道ITコミュニティ・ITイベント ガイド 2017/01

PDF版ガイドのダウンロード

発行日 : 2017年01月20日

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。

企画・編集・発行 : 一般社団法人 LOCAL

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