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日本ITストラテジスト協会

1

FuraIT

ゆるい勉強会@旭川

D
北大IT研究会(HUIT)

E

F

LOCAL学生部

マイナートピック友の会

北海道支部
北海道富良野市で活動しています．内容は特にこれ

北海道旭川市で活動しています。内容はグラフィ

毎週水金に13lab( https://www.13labo.com/ )にて

北海道でIT系の勉強をしている学生の交流と、互

単独でのイベントがないようなマイナートピック

情報処理技術者試験のＩＴストラテジスト資格保

といって固定化されていませんが，電子工作，U-

ック、働き方、電子工作、プログラミングなどな

18:30から、各々自分の勉強をしたり、技術系の情

いの技術の向上を目指して活動をしています。現在

を語りたい人が語る会です。OSやファシリティま

持者と資格取得を目指す人が、参加しているコミ

16プログラミングコンテストに向けた富良野圏域小

んでもありで自由です。

報を共有したりと緩く活動しています。

は室蘭工業大学とはこだて未来大学の学生を中心

わりなどレイヤーの低いほうの話題になりがちで

ュニティです。IT業界が抱える様々な課題を解決

中学生への教室開催，毎月どこかの金曜の夜にfuel

現在は学生中心で活動をしており、型にははまら

プログラミングだけでなくCGやデザインなどなん

に、学校の枠を越えた勉強会を開催しています。昨

す。マイナーなトピックでも年に一度や4年に一度

すべく、相互研鑽と情報発信を進めています。

と名付けたもくもく会を行っています．観光を兼ね

ず、発表しやすい雰囲気作りを心がけています。

でもありのサークルです。深層学習の講習会やLT

年度の総大会では、部員が集まり同人誌を執筆しま

くらいなら話題があると思っているので、まった

(19/09/28(土)に、北大ビジネス・スプリング拡大

て富良野までお越しになりませんか？お待ちしてお

不定期開催ですが、最近は2ヶ月に一度開催してい

会、ハッカソンなども定期的に開催してます。

したので、是非ご覧ください。

りやっていきましょう。基本、花見とオータムフ

セミナー『AIによる働き方・物流改革への挑戦』

ります．(19/10/18(金)に『FuraIT.fuel #27 -

ます。発表大歓迎です。皆様のご登壇をお待ちし

Twitter(@huitclub)に活動報告をあげています。

を、19/10/19(土)～19/10/20(日)にITC札幌との合

FuraIT のもくもく会』を開催しました。) ．

ております。(19/09/22(日)『ゆるい勉強会@旭

同合宿を開催しました。)

2

C

情報:

https://www.jista.org/ (日本ＩＴストラ

情報:

http://furait.info/ (代表 : 鴇田 基)

これから:

19/12/14(土) 13:30 ～ 17:00

ェスタにあわせてイベントを企画しています。毎
情報:

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

年、春はUnix(Linuxをのぞく) BoFを開催していま

(代表: 竹内 健人)

す。秋がまだ本格的に運用できていないのです

20/01/18(土) ～ 20/01/19(日)学生部総

が、来秋こそ、UPSか養生テープかインシュロッ

大会@ビットスター株式会社 札幌本社

クについて語るという低レイヤーもいいところカ

https://asahikawa.connpass.com/

(札幌市中央区南7条西1丁目 第3弘安ビ

ンファレンスをやりたいと思っています。

川』を、19/11/21(木)に『ゆるいもくもく会』を開

情報:

https://twitter.com/huitclub

催しました。)

定期開催:

ほぼ2週ごとに初学者向け深層学習講

これから:

習会開催。

テジスト協会),

『FuraIT #52 - U-16プロコンの無念を

https://www.facebook.com/

晴らす会 』@ ふれあいセンターなか

https://www.facebook.com/yuruasa/

ル 3F)・札幌ハウスセミナーセンター

(19/05/11(土)に『Unix(Linuxをのぞく)などニッチ

jista.hokkaido/ (北海道支部)

まーる 2F 中会議室(中富良野町南町10

(共同代表: 楢山 哲弘，宮前 佑矢)

(札幌市北区北6条西6丁目)

なテーマのBoF in さっぽろ 2019春を開催しまし

定期開催: 偶数月第3木曜日を中心に定例会・勉強
会を開催

の10)
タグ:

これから: 19/12/19(木) 定例会・勉強会を予定。

情報:

タグ: aosc

富良野，電子工作，U-16プロコン，

IT全般

勉強会兼観光

タグ: 学生

た。

はこだてIKA

情報:

https://mtug.connpass.com/

タグ:

UPS, 養生テープ、インシュロック、

19/02/20(木) 定例会・勉強会を予定。

タグ:

情報処理技術者試験、ITストラテジス

道南地区のIT企業、ITに関わる技術者、学生によ

ト、JISTA

って運営され、IT産業の活性化、ITによる産業の

さくらクラブ 北海道

3

活性化、技術・知識の普及、技術者の育成を目指
して活動する任意団体です。新しい技術、動向を

「さくらクラブ」は、さくらインターネット株式

積極的に取り込み、基礎的な技術を若い世代へ継

会社（ https://www.sakura.ad.jp ）公認のユーザー

Dec, 2019

コミュニティです。

情報:

https://saku-love.doorkeeper.jp

コンタクト: ハッシュタグ「#さくらクラブ」をつけ
てツイート
タグ:

北海道
ITコミュニティ・ITイベントガイド

承していくためのコミュニティを目指していま
す。(19/10/05(土)に "HAKODATE Developer
Conference 2019"を開催しました。)

2

ラック

エフスタ!! HOKKAIDO

3

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していきます。親子での

情報:

http://hakoika.jp (代表: 市村 淳一)

勉強会参加も歓迎です。

これから: 19/12/04(水) 19:00 ～ 20:00

さくらクラブ

『第6回 はこだてAIサロン』
@ MIRAI BASE asoviva

4

1

(函館市 美原2丁目7-21 万勝ビル1F ),

『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。
Hokkaido MotionControl Network
(DoMCN)
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https://www.kokuchpro.com/event/

情報: http://efsta.com

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

4

タグ: IT全般

d2ee155539db54599d9fab608beea06e/

タグ:

技術継承, 技術教育, JAWS-UG

バーチャルリアリティ・拡張現実の技術を応用

し、人々にあんなこと体験させたい！こんなこと

す。人間の五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅
覚）に人工的な刺激を与え、あたかも本当の体験

5

をしている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験しません

Unreal Engine Meetup Sapporo

か？
他地域、他コミュニティと共同でのイベント開催

Unreal Engine 4（以下UE4）に関心のある、すべ

を積極的に行っていきたいのでお気軽にご連絡く

ての人を対象に、それぞれの興味関心について集

ださい！(19/09/14(土)に『札幌HoloLensミートア

まって話す場です。経験の有無を問わず、UE4に

ップvol.6』を開催しました。)

興味のある方は大歓迎です！(19/08/24(土)に
"Unreal Sapporo Meetup 夏祭り"を開催しまし

情報:

6

https://www.facebook.com/

DoMCN, HoloLens, xR, VR, AR,
ショッカソン, Vtuber, VRChat

A

関東の大規模イベントIoTLTの札幌版です。IoTに

スマートスピーカーを使って、楽しいことをやる

情報:

タグ:

勉強会です。
スマートスピーカー各種の使い方を試したり、スキ

RIM友の会は、Robotics + IoT(Internet-of-

フトウェア・ハードウェア、年齢や習熟度を問わ

ルを使って遊んだりしていきます。

Things) + Machine learningを主とした同好会で

ず、IoTに関する知識・作品・事例・挑戦につい

また、もくもく会ベースでのスキル開発もやってい

す。どちらかというと、専門家よりは、初学者や

て、ライトニングトークで楽しく情報共有や発信

きます。(19/10/26(土)に、『スマートスピーカー

趣味で楽しんでいる人のゆるい集まりです。今の

をしませんか？(19/09/08(土)に『ライトニングト

体験会 / スマートスピーカーで遊ぼう会@札幌 』

ところ、マルチコプターや4輪ラジコンやROVの自

ーク大会』を、19/11/28(木)に『鋳造IoTLT #2@

を開催しました。)

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

札幌』を開催しました。)

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

UnrealSapporo、Unreal Engine 4,
3D Game、VR/AR/XR

B

RIM友の会

アイディアやインスピレーションも重要です。ソ

情報:

UnrealSapporo/

○ グループ・インデックス

関連する知識・技術・事例・ビジネスは幅広く、

情報:

(東京、大阪、福岡、札幌を中継)
タグ:

IoTLT札幌

スマートスピーカーで遊ぼう会@札幌
(スマスピ札幌)

た。)

HokkaidoMotionControlNetwork/
定期開催: 毎月第3週の水曜日: XRミーティング

IoT

VR/MR/AR

体験させたい！と思う人が集うコミュニティで

タグ:

https://www.facebook.com

https://meetup.tacck.net/

コンタクト:Twitter: @tacck へDM / Email:

/groups/iotlt.sapporo/

meetup@tacck.net

IoT, ソフトウェア, ハードウェア,

定期開催: 2~3ヶ月に1回開催

クラウド, 電子工作,

これから: 20/01に開催予定(詳細後日)

ライトニングトーク

タグ:

C

スマートスピーカー, 初心者向け

D

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:

https://www.facebook.com/groups/
457026661361831/

タグ:

IoT・・・・・・・・・・・・・
IT全般・・・・・・・・・・・・
OS・・・・・・・・・・・・・・
VR/MR/AR・・・・・・・・・・
WEB / CMS・・・・・・・・・
オープンデータ・・・・・・・・
開発/テクノロジー・・・・・・・
教育・・・・・・・・・・・・・
ゲーム・・・・・・・・・・・・
言語・・・・・・・・・・・・・
コミュニティ・ハブ・・・・・・
シビックテック・・・・・・・・
数学・・・・・・・・・・・・・
セキュリティ・・・・・・・・・
ハッカソン・・・・・・・・・・
マーケティング・・・・・・・・
ものづくり・・・・・・・・・・
ロボット・・・・・・・・・・・

Robotics, IoT, 機械学習

E

F
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P6
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sapporo.apk

iPhone Dev Sapporo( DevSap )

アジャイルについてアツく話し合い、実際に手を

札幌のAndroid開発者コミュニティです。Web系に

札幌圏で活動する iOS アプリ開発者コミュニテ

動かして体験しながら学ぶ場です。札幌でアジャ

比べ、人口の少ないAndroidエンジニアが緩く繋が

ィ。奇数月に勉強会と懇親会を開催しています。

三度の飯よりソフトウェアテストが大好き!!ソフト

会です。今の所、技術的な探求というよりは、仕

Backlogユーザーによるコミュニティです。

イルに関する活動を行い、私たちが参加したいと

れる場をモットーに、奇数月に勉強会を開催して

Appleの発表イベントを 実況する動画配信など、

ウェアのテストを中心として、ソフトウェアテス

事で使い物になるのかどうか、どうすれば効率的

プロジェクト管理は、全ての業種/職種において必

思える勉強会を開催しています。

います。(19/10/27(日)に『札幌Android勉強会

その他さまざまな活動をおこなっています。

トの勉強会、ワークショップの開催にとどまら

に作れるか、といったビジネス上の観点に興味が

須のスキルである一方、そのノウハウが学べる場は

最近は読書会やモブプロの勉強会など楽しんで学

sapporo.apk #7』を開催しました。)

(19/11/30(土)に"iPhone Dev Sapporo勉強会 Nov,

ず、良いソフトを作るための技術やノウハウの共

あります。Flutterは今とても勢いがあるので、ス

あまり多くありません。Backlogは国内最大級のプ

2019"を開催しました。)

有、ときには研究っぽいことをやってみて論文提

マホアプリ開発の他にも、Webフロントエンドへ

ロジェクト管理ツールであり、すでに100万人を超

出など、いろいろやってます。(19/11/25(月)に、

の応用、各OSのデスクトップアプリや組み込みへ

えるユーザーがいることから、「プロジェクト管

の応用などの新機能についても扱います。

理」「仕事のうまい進め方」に関する知識やテクニ

(19/11/22(金)に『札幌スクラムナイト』を開催し

情報:

https://sapporo-apk.connpass.com

ました。)

これから: 20/01/25(土) 14:00～
『札幌Android勉強会 sapporo.apk #8

情報:

https://agilesapporo.doorkeeper.jp/ (代

Ex』@さっぽろ創世スクエア14F

表: 鈴木 淳司)

(札幌市中央区北1条西1丁目),

これから: 19/12(日付未定) 『アジャイルジャパン

札幌サテライト』を予定。
20/04/17(金)～20/04/18(土) スクラム

タグ:

フェス札幌＠教育文化会館(詳細後日)
タグ:

Test Engineer's Forum 北海道
(TEF道:てふどう)

E

アジャイル札幌

べるようなイベントを多めに開催しています。

2

C

Flutterいいかい?

Japan Backlog User Group
(JBUG札幌)

Googleが開発・公開しているFlutterに関する勉強

情報:

https://devsap.connpass.com

『やってみよう!!テストケースほぐし』を開催しま

タグ:

iOS, Apple, Swift, Objective-C, 言語,

した。)

ック、ノウハウを学び合うことをねらいとして、

ゲーム, マネタイズ, 広告

情報:

情報:

https://www.kokuchpro.com

JBUGが発足されました。Backlogの話題だけでは

sapporo.connpass.com/

なく、マネジメントに関する話題にもすそ野を広げ

Flutter, Android, iOS, Windows,

て情報交換を行っています。

/group/tef_do ,

event/155503/

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

macOS, Linux, Raspberry pi,

実体験から学んだ知見やノウハウのシェアを通し、

tefdo

組み込み, スマホ, デスクトップ,

より「働くを楽しくする」を実現したいと思ってい

組み込みアプリ開発

ます。(19/11/13(水)に『プロジェクトテーマパー

開発/

ReactNative, Flutter

タグ:

タグ:

https://flutter-iikai-

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

Android, Kotlin, Java, Google, firebase,

テクノロジー

アジャイル, スクラム, 開発, チーム,

1

2

クで遊ぼう！@札幌 #4 』を、19/09/13(金)に

改善

『JBUG札幌 #5 プロジェクト管理について、もっ
と学ぼう！』を開催しました。)

情報:

3

https://jbug.info/backlogworld2020/

コンタクト: jbug.sapporo.info@gmail.com

ゆるWeb勉強会@札幌
(ゆるWeb / ゆるWeb札幌)

これから: 19/12/12(木) 19:00～21:00 『JBUG札

Dec, 2019

北海道
ITコミュニティ・ITイベントガイド

主に「Web」というキーワードに関する、ゆるい

勉強会です。
学生の方も、プログラムを始めたばかりの方も、

幌 #6 プロジェクト管理について、もっ

ースカンテ コワーキングスペース(札幌

市中央区北2条西3丁目1-29 タケサトビ
ル2F), https://jbug.connpass.com/

MT蝦夷

です！

ハッカソン

仕事・趣味を問わず、普段の仕事の内容も問わ
ず、「Web系」に関することを、ゆるっとみんな
で話しあう・伝えあう勉強会となります。

(19/10/26(土)に、『ゆるWeb勉強会@札幌 #7』を

のユーザーグループです。道内でMTを利用してい
るユーザーをはじめ、お仕事でMTを利用している

セミナーや情報交換会などを行っています。興味
情報:

https://meetup.tacck.net/

のある方はぜひご参加ください。

コンタクト:Twitter: @tacck へDM / Email:
meetup@tacck.net
定期開催: 2~3ヶ月に1回開催

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, 、HTML/CSS, テンプ
レートエンジン

勉強会@札幌 スペシャル / 探索的テス

トを学ぼう！ with TEF道』@メンバー

5

十条西1-1-65 11.CONCEPT SEPRARE
ビル 5階BC号室), https://mild-websap.connpass.com/event/155043/
20/01/22(水) 19:00～21:30:『【再演】
ゆるWeb勉強会@札幌 スペシャル / 探

索的テストを学ぼう！ with TEF道』@
メンバーズエッジ 札幌オフィス(札幌市

中央区南十条西1-1-65 11.CONCEPT
SEPRAREビル 5階BC号室), https://

6

mild-web-sap.connpass.com/event/
157594/
20/02にも勉強会を開催予定(詳細後日)

タグ:

『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。

Web, 初心者向け, 開発

A

--- Page. 02 ---

v-sapporo

JBUG, JBUG札幌

Drupal さっぽろ

企業や団体、参加者同士でチームを作り、室蘭市
と宮古市の往復20時間のフェリー船内で開催する

に！10時間のフェリーをもっと楽しく！」。フェ

リー乗船料（2等室）と宮古での宿泊を無料提供し

開催している主なイベントは「Vue.js / Nuxt.jsも
くもく会」と「v-sapporo MeetUp」です。
もくもく会は概ね月に一度開催しています。
MeetUpは不定期開催です。
いまのところMeetUpは基本的にLT大会です。

kintone Café 札幌支部

Vue.js に興味のある方でしたらどなたでもお気軽
に勉強会、コミュニティにご参加ください。

北海道の札幌および周辺で活動する Drupalユーザ
ーの地域コミュニティです。札幌と小樽で
meetup(勉強会)を開催したり、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、不定

19/10/06日(日)に、宮蘭航路フェリー(シルバーク
ィーン)船内で、『宮蘭航路フェリーハッカソン』

まだkintoneに触れたことの無い方から、より高度

ッショナルの方まで幅広い層を対象に、楽しく学

情報:

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

Code for Sapporoは札幌および周辺地域で起こっ
情報:

び・教え合うことでkintoneの魅力や活用法をみん

情報:

タグ:

(19/07/12(金)に"kintone Café 札幌 Vol.11" を開催
定期開催: 毎月中旬～下旬の金曜日:もくもく会

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

@nagasawaaaa(長澤賢)へDM

なで共有するための勉強会コミュニティです。

しました。)

ロロリゾート』を開催しました。)

コンタクト:勉強会の問い合わせフォーム
Twitterの@noliaki(山田典明)、

CMS,PHP,Symfony,Twig,ブログ,

タグ:

https://www.kintonecafe.com/

ウェブサイト構築,システム開発

クラウド, 業務アプリ, ワークフロー,
コミュニケーション,

開発プロセス(新しいSI)

B

タグ:

Vue.js, Nuxt.js, JavaScript, フレームワ

WEB / CMS

ーク, もくもく会, 初心者向け

C

ている課題を「コード」によって解決していくこ

http://www.city.muroran.lg.jp/main/

とをモットーに活動するITコミュニティです。函

org2260/udc2019_hack.html

館、森町、室蘭で活動する各Code forブリゲイ

[Facebookページ]

ド、シビックテックコミュニティとも連携し、北

https://www.facebook.com/

海道のシビックテック活動を「ささやかに」推進

UDCinHokkaido/

していきます。

南北海道事務局(室蘭市企画財政部ICT推

情報:

進課)

コンタクト: http://www.codeforsapporo.org/about/

電話：0143-25-2712

これから: 20/01中旬～20/02初旬: v-sapporo
MeetUp #3 開催予定。(詳細後日)

[室蘭市ホームページ]

D

5

コンタクト:問合せ先：アーバンデータチャレンジ

(詳細は、情報欄URL参照)
情報:

Code for Sapporo

を開催しました。)

期の meetup に遊びに来てみてください。Drupal

が好きな人なら誰でも参加できる気楽な集まりで

シビックテック

ました。( 2018年に続いて、19/10/04(金) ～

す。(19/11/23 (土)に『Drupal ONSEN vol.5 in キ
なカスタマイズを行いたいと考えているプロフェ

4

宮蘭航路フェリーハッカソン

ハッカソンです。テーマは「宮古をもっと近く
札幌でVue.jsにまつわるコミュニティです。

これから: 19/12/18(水) 19:00～21:30:『ゆるWeb

ズエッジ 札幌オフィス(札幌市中央区南

event/147589/
タグ:

パブリッシングプラットフォーム"MovableType"

デザイナーや開発者の方々を対象に、年に数回、

開催しました。)

3

と学ぼう！ 』@SPACE KANTE スペ

仕事でバリバリやっている方も、どなたでも歓迎

4

https://jbug.connpass.com/ ,

e-mail: joho@city.muroran.lg.jp
タグ:

http://www.codeforsapporo.org/

内の問い合わせフォームから
タグ:

シビックテック、

オープンデータ, アーバンデータ,

オープンガバメント、

ハッカソン

オープンデータ

E

F

6

A
セキュリティミニキャンプ in 北海道

1

B

C

北海道地域情報セキュリティ連絡会
(HAISL)

情報セキュリティ技術人材育成を目的とした、若

F

CoderDojo 札幌 x 札幌東 x 恵庭

プログラミング クラブ 札幌(PCN札幌)

TEAM IchigoJam ほっかいどう

ちとせプログラミング教室

CoderDojoは、子どもたちのためのプログラミン

「子どもたちに、プログラミングを学ぶ場を提供

2015年から子どもパソコンIchigoJamを活用してプ

北海道・千歳市や近隣市町村の小学生～高校生を

北海道における情報セキュリティ意識の向上と人

グ道場です。日本全国で169ヶ所以上、世界では

することで、ICTリテラシーの向上と、ものづくり

ログラミング講座を札幌近郊や北海道内一円で開

対象に、プログラミング教室を開催しています。

躍する技術者から、直接、レクチャーを受けるこ

材の育成を目的として、産（企業）学（学識）官

110カ国・2,000以上の道場が定期的に開催されて

への関心を高め、ひいては地域人材の育成に寄与

催している運営スタッフの会です。エンジニアや

初心者や興味のある子どもたちがプログラミング

とができます。

（自治体等）が連携して情報を共有し、勉強会の

います。 CoderDojo は「オープンソース」と呼ば

する」という主旨で全国展開する「プログラミン

プログラマースタッフによるハード教材づくりも

の考え方に触れられる体験会と、本格的に挑戦し

参加対象は、日本国内に居住する25歳以下の大学

開催や情報発信などの活動を行う会です。行政三

れる文化に根付いたコミュニティであり、誰でも

グクラブネットワーク(PCN)」のメンバーとし

行い、子どもたちにモノづくりとコンピューター

たい子どもたちが学べる定期的な教室を企画して

院生・学生・生徒。毎年開催されている「セキュ

者（総務省、経済産業省、警察）が事務局を務め

自由に無料で参加でき、メンターと好きなことを

て、札幌市および近郊の小中学生を対象に、プロ

の関りと面白さを伝える活動をしています。

います。(19/11/24(日)に、『プログラミングの考

リティキャンプ(全国大会)」にチャレンジするため

る特徴のある会で企業、団体の他、個人の参加も

学び、チャレンジできる「デジタル公園」ような

グラミング体験や継続的学習の場を提供していま

IchigoJamはセンサー制御やロボットカー、さらに

え方を学ぼう』と『声や会話を使ったプログラミ

の知識を習得する場でもあります。

可能です。(19/09/26(木)に『北海道地域情報セキ

場所です。

す。(19/11/04(月・祝)に開催された『ジュニア・

I2CやJavaScriptなどとの組み合わせで、大人でも

ングに挑戦！』を開催しました。)

北海道では、例年、秋に札幌で開催されます。

ュリティセミナー』を開催しました。)

プログラミング・ワールド2019』で、プログラミ

楽しむことができます。運営スタッフを募集して

ミニキャンプ in 北海道2019』を開催しました。)

情報:

[札幌] http://coderdojo-sapporo.jp ,

ングワークショップ『プログラミングでポケモン

います。Facebookグループにご参加ください。

情報:

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

情報:

[札幌東] https://coderdojo-sapporo-

をうごかしてみよう！』と『Ichigokamuy（イチゴ

(2019/09/22(日)に『光を追いかけるロボットカ

これから: 19/12(日程未定) 子供向けプログラミン

これから: 20/03/10(火) 13:00～ HAISL第14回連絡

ー』を開催しました。)

https://www.security-camp.or.jp
/minicamp/index.html

コンタクト:Twitter: @security_camp

east.blogspot.jp ,

カムイ）でプログラミング体験』を開催しまし

会@北海道経済センタービル(札幌市中央

[恵庭] https://coderdojo-

た。)

区北1条西2丁目)８階 Ａホール

eniwa.fathercomputer.com

タグ: セキュリティ

定期開催: 毎月第２、第４日曜日、第１、第３土曜

(タグは、#seccamp )
タグ:

セキュリティ,教育

タグ:

https://nextday-kids.com/

タグ:

教育, 初等中等教育, IchigoJam,

定期開催: 毎月1回程度、プログラミングワークシ

CoderDojo, Ninja, Kids, Scratch,

グ教室@千歳タウンプラザ(千歳市幸町4

情報:

タグ:

プログラミング入門, 初等中等教育支援,
codeSpark Academy, Ozobot, micro:bit

ョップを開催。
タグ: 小学生, 中学生, 教育

サッポロ電子クラフト部

ICT

セキュリティ勉強会です。実際に手を動かすこと

ものづくりに興味があるが、自分の技術だけでは

を重視しています。CTFのひとつのジャンルであ

足りない、アイデアがない、時間が取れないなど

Dec, 2019

る Attack & Defenseをメインに扱っていますが、

ます。

情報:

タグ:

https://44b65c5061cecfdc02f94b9ce2

教育

北海道
ITコミュニティ・ITイベントガイド

その他にもいろいろ手を動かしながら勉強してい

セキュリティ

2

https://te-chitose.connpass.com/

ハードウェア

Arduino, 電子工作, ドローン, STEM,

Attack & Defense in Sapporo

1

https://te-chitose.connpass.com/

丁目30),

情報: http://sapporo.pcn.club/ (代表: 吉田 博紀)

日に開催。(詳細は、情報欄URL参照)

RaspberryPi, micro:bit, python, Unity,

3

E

年層対象の勉強会です。2日間かけて、第一線で活

(19/11/09(土)～19/11/10(日)に、『セキュリティ

2

D

でも、仲間と一緒ならばアイデアも実現できま

す。サッポロ電子クラフト部は、ものづくりに興

3

味がある人々が集まり、アイデアをグループに分
かれて実現する活動です。活動内で製作した作品
は、イベントなどに出展して来場者に作品を見て

.doorkeeper.jp/ (代表: 齋藤)

もらいます。(19/07～19/12に『サッポロ電子クラ

AD愛甲会

フト部 シーズン9』を開催中(このイベントの参加
募集は、締め切りました)です。) 。

Enywhere

4

『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。

恵庭市で情報セキュリティのための活動をしてい

--- Page. 03 ---

ます。主にインターネット安全教室を開催しま

す。

U-16プログラミングコンテスト
2010年に旭川で始まった16歳以下を対象としたプ

情報:

https://sapporo-elec.com/

ログラミングコンテストです。翌年に釧路で、そ

タグ:

電子工作

の後帯広でも開催されるようになり、2018年から

ものづくり

は札幌でも開催されています。また、全道各地の
情報:

上位陣が集まり全道大会も行っています。

(代表: 齋藤)

さくらの学校支援プロジェクト

これから: 19/12/23(月) インターネット安全教室@

5

セキュリティ, インターネット安全教室

北海道情報セキュリティ勉強会
(せきゅぽろ)

LOCAL安全部

北海道において情報セキュリティの勉強会を定期
(一社)LOCALの部活動の一つとして、道内で情報

的に開催することを目的としたIT勉強会コミュニ

セキュリティの啓発ができる講師の育成を目指

ティです。おいしいお菓子を食べながら、セキュ

し、情報セキュリティ関連の教材を用いた勉強や

リティ業界の第一線で活躍する講師陣から最新の

プレゼンテーション技術の習得などを行っていま
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」
で立ち止まることなく「実践」を通したスキルア
ップも行っています。さらに、セキュリティミニ

6

キャンプなどの運営支援を通して、学生の育成に

セキュリティ技術や考え方を学ぶことができま

す。また、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(19/11/21(木)に
『せきゅぽろ ナイトセミナー #13』を開催しまし
た。)

さくらインターネットがCSR活動として取り組

を参加者が事前にプログラミングし競技に参加し

む、公教育における情報活用能力育成に関わる支

ます。作品部門はデジタル作品であればどんなも

援をおこなうためのプロジェクトです。

石狩市や北海道、および地域で教育に携わる団体

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

タグ:

セキュリティ

A

どもたちの夢や目標となる場所を提供し、情報技

ICT利用の様々な側面をテーマに「考え」「まと

術のプロに作品を評価されることで、子供たちの

また、ITに携わる方へ向けて、イベント・ポータ

め」「聞き」「話し」「見せ」「伝える」技術の

健全育成と将来のIT技術者を育てることを目的と

ルサイト・Twitterを通じて情報を提供していま

実体験、および修練を目的として、2011年に大阪

しています。

す。(19/11/04(月・祝)に開催された『ジュニア・

で始まったイベント。内閣府、総務省、文部科学

(19/10/に釧路大会、札幌大会、函館大会を、

プログラミング・ワールド 2019』で、プログラミ

省、経済産業省、消費者庁の共催を得て、全国17

19/11/03(日)に旭川大会および北海道大会を介意し

ング教育に関するセミナーとパネルディスカッシ

拠点128校526人(2017年)で開催されています。

ました。)

ョンに登壇しました。)

(19/09/23(月・祝)に『高校生ICT Conference

2019 in 帯広』を、19/09/28(土)に『高校生ICT
[さくらのプログラミング教育ポータル]

[Twitter]

情報:

Conference 2019 in 札幌』を開催しました。)

http://secpolo.techtalk.jp/

セキュリティ

B

https://twitter.com/sakuraprogedu
タグ:

sakura_proedu プログラミング教育

C

https://www.good-net.jp

高校生, 教育

D

5

に、分析・設計モデリング開発、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

た。)

[全道・旭川]

http://www.procon-asahikawa.org/
情報:

[札幌] http://sapporo.u16procon.org/
タグ:

https://www.etrobo.jp/category/reports/
hokkaido/

https://u16procon-kushiro.qloba.com/

/ict-conference/
タグ:

世界をリードするエンジニアの育成を目指し、若
手、初級エンジニア、および中級エンジニア向け

[釧路]
情報:

ET ロボコン北海道地区実行委員会

内)。(19/09/22(日)に 北海道地区大会を開催しまし

https://prog-edu.sakura.ad.jp/

(代表: 八巻 正行)
タグ:

このコンテストをとおして、パソコンが好きな子

どに対しての支援をおこなっています。

情報:

ロボット

のでも参加できます。

高校生ICTカンファレンス

と協調しながら、小学校・中学校・教育委員会な

も力を入れています。

情報:

コンテストは競技部門と作品部門の2部門で行われ

ますが、競技部門は対戦型ゲームのキャラクター

恵庭市立柏小学校
タグ:

4

タグ:

組み込みソフトウェア、モデリング、
ロボット

U16, 教育

E

F
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A
Global Game Jam Sapporo

1

B

C

一般社団法人LOCAL

以内でゲームを作るとい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

支援するとともに、コミュニティ間の連携イベン

毎年開催される(2019年は05/31(金)～06/01(土)に

ト企画開催等を通して、地域を盛り上げていくこ

札幌コンベンションセンターで開催、)オープンソ

とを目標とする有志の集まりです。

ースカンファレンス北海道の企画、運営を担当す

http://ggjsap.juegos/

これから: 20/01/31(金) ～ 20/02/02(日)

2

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

ちの方であれば、社会人のみならず、学生の参加

(代表理事: 澤田 周)

も歓迎です。

自治体や民間企業等の持つデータをオープンデー

タとして再利用可能な形で公開し、一般市民が、
それを用いて街づくりに便利なツールを自ら生み

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

Global Game Jam 2020

Tag:

Tag:

出せるようにし、これにより、IT 教育と自発性を

コミュニティ、ITイベント、北海道、

ご参加いただけます。

@nORBESA 3F イベントスペース(札
幌市中央区南3条西5丁目1の1),

一般社団法人
北海道オープンデータ推進協議会
(HODA)

るボランティアベースの委員会です。興味をお持

URL:

高め、起業家精神を育み、ICT技術を用いた教育・

OSC

産業を活性化することによって、街づくり、教

コミュニティ、ITイベント、北海道

育、産業の活性化に寄与することを目的とし、そ

http://ggjsap.juegos/2019/
タグ:

の目的の達成のために活動しています。

ゲーム, ハッカソン
情報:

コミュニティ・ハブ

https://hoda.jp/

コンタクト:info@hoda.jp
タグ:

Python, RDF

オープンデータ

ゲーム

3

北海道ゲーム制作部

Dec, 2019
北海道
ITコミュニティ・ITイベントガイド

(北ゲ部(きたげぶ))
ゲームに関連した技術の勉強会・交流を目的とし
た団体です。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います。最近かなり不定期
になっていますが、今年も活動していきたいで
す。現時点ではLive2DとSpineの勉強会がメインと
なっています。

4

情報:

https://atnd.org/users/278021

タグ:

ゲーム

『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。

--- Page. 04 --▽ コミュニティの活動支援

〇 一般社団法人LOCALについて(1)

・ 広報支援
「北海道ITコミュニティ・ITイベントガイド』を発行している一般社団法人LOCALは、北海道に根差したITコ
ミュニティの活動の支援、および、コミュニティ間の連携を強めることを目的として活動しているコミュニティ・

ハブです。
地域コミュニティのサポート、交流促進、次世代人材(学生・生徒)の育成支援を行っています。

5

スタッフ派遣、講師調達協力、イベント運営費支援

□ 次世代人材の育成支援

https://www.local.or.jp

・ 学生部

□ コミュニティ間の交流促進

道内各地の高校生、大学生、専門学校生などが、IT技術の話題を中心に交流を深めています。

▽ 主催イベント

年に一度、学生部の面々が一堂に会する「学生部総大会」では、セミナーやハッカソンなどが

・ LOCAL Developer Day
2009年から年に数回、道内で開催しているコミュニティ横断型、地域特化型のIT勉強会イベン
トで、道内で活動している様々なコミュニティと連携しながら、それぞれの技術や地域の特色

を活かしたイベントを開催しています。

開催されています。
・ 学生交通費支援

他地域で行なわれているコミュニティ活動に学生・生徒の参加を促進即する一助として、往復
交通費の一部を図書カードなどやクオカードで支援しています。

・ LOCAL Community Summit
2015年からほぼ2年に一度、東京で開催している、LOCAL主催のIT系勉強会イベントです。

6

イベント告知、集客協力
・ 運営支援

▽ 学生支援

◇ LOCALの活動

F

○ 名称インデックス

北海道における技術系地域コミュニティの活動を

いますので是非ともご覧くださいませ!

情報:

E

オープンソースカンファレンス北海道
実行委員会

毎年1月に行われる大規模ゲームハッカソンの運営

をしています。世界共通のテーマに沿って48時間

D

※ 利用をご検討のコミュニティ主催者の方は、 http://www.local.or.jp
→ [LOCALについて] → [LOCAL 学生交通費支援制度について] をご覧ください。

▽ 運営協力
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Javaエンジニアグループ北海道
(Java Do)

1

北海道のJavaユーザーグループです。Javaやフレー

Sapporo.cpp(札幌C++勉強会)

言語

ムワーク、エコシステム、システム開発手法など

勉強会では、新しい言語仕様などの基本的事項、

をテーマとして、初心者向けや新しい技術の入門
ハンズオンや、国内・海外のJavaエンジニアを招い

どを取り扱っています。また、ほぼ毎週オンライ

た上級者向けの講演セッションなどの勉強会を開

ンもくもく会を開催し、継続的なC++の勉強を支

催しています。Javaを使っている皆さん、Javaに興

2

援しています。これから初めてみたい方も歓迎で

味がある皆さん、面白そうと感じてくれた初心

サッポロビーム(Sapporo.beam)

者・学生の皆さん、一緒に「Java、どうでしょ

ErlangのVM(BEAM)上で動作する言語(Erlangや

う」！(19/10/19(土) に『Kotlin勉強会』を開催し

Elixir)に関する話題やそうでない話題について毎週

ました。)

木曜日19:00-21:00頃にわいわいやる集まりです．

す。皆様お待ちしております。

情報:

https://javado.connpass.com/

webをみてね．やろう！

(代表: hotwatermorning)
定期開催: 毎週オンラインもくもく会を開催

これから: 19/12/21(土): 『Oracle Code One報告
会 & Javaチャンピオンツアー』

(詳細は情報欄URL参照)

情報:

@Canonグループ会議室(札幌市中央区
北3条西4丁目日本生命札幌ビル),

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

2

タグ: 言語

(代表: ヽ（´・肉・｀）ノ (にく))

定期開催: ほぼ毎週木曜日19:00～開催。

https://javado.connpass.com/event/

( 詳細は、情報欄URL参照 )

151736/
タグ:

https://sapporocppmokumoku.connpass.com/

オンラインでの参加も歓迎しています．詳しくは
情報:

1

機械学習などの応用、実際にコードを書く企画な

タグ:

言語

Java, Javaフレームワーク,
Javaエコシステム, 開発手法

3

『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。

4

5

3
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--- Page. 05 --Python札幌(pysap)

Hokkaido.pm

PHPカンファレンス北海道

札幌市周辺で活動するプログラミング言語Python

北海道でのPerlユーザの交流を目的とした有志によ

PHP の促進と普及、そして、地域を超えたPHPユ

のコミュニティです。業務でPythonを実際に活用

る技術コミュニティです。イベントは不定期開催

ーザとの交流と情報交換、連携強化を目指して開

している職業プログラマから、学生、初心者まで

ですが、プログラミング初学者向けのPerl入学式

催されるイベントです。これからITの世界に入る

幅広く交流しています。現在は、年数回程度の発

in 札幌の運営をJPAの協力の下で行っておりま

ことを考えている初心者から、第一線で活躍する

表形式の勉強会を中心に活動しています。

す。

技術者まで、様々な方の参加をお待ちしていま

(19/11/03(日)に『Python札幌 PyCon JP 2019 参

加報告会＋LT』を開催しました。)

す。(19/09/21(土)に『PHPカンファレンス北海道

情報:

http://hokkaido.pm.org/

2019』を開催しました。)

5

(代表: @aloelight)

情報:

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

タグ:

言語

タグ:

言語

情報:

https://phpcon.hokkaido.jp/

コンタクト: Twitter: @phpcondo
(実行委員長: 藤原 麻希)
タグ:

言語, 開発, PHP

○ 配布について

6

本ガイドは、「情報の改変を行わない」という条件の下、自由に複製を作って配布できます。
印刷用のPDFは、下のURL、右のQRコードにあるリンクからダウンロードできます。

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

6

A

B

C

数学

1

MautiCamp Meetup Sapporo
北海道*BSDユーザーズグループ
(NoBUG)

世界初のOSS製マーケティングオートメーション

ベルで使用する教科書は参加者の合議で決めてい

北海道でBSD系のOSが好きな人が集まってよた話

CMS・CRM・SFAとの連携などの活用方法を皆さ

ます。色々な分野をカバーしてきましたが、現在

をしているグループです。現在は休眠状態に近い

んで共有しあうことで、お互いが成長できる事を

は「群、体等の代数系」をやっています。メンバ

ですが、毎年OSC北海道にはなんらかのネタ出し

目指します。開発担当の方・WEBマーケティング

ーの出入りはありますが今年で発足以来１０年に

をしています。BSD系のよた話が好きな人がいら

担当の方や、初めての方も不定期の開催となりま

なりました。自由な雰囲気の会です参加者お待ち

っしゃいましたらご連絡ください。

すが、ご参加お待ちしております。

情報:

情報:

数学勉強会@札幌
大人のための数学勉強会です。大学学部程度のレ

Mautic (マウティック)の勉強会コミュニティで
す。デジタルマーケティングや、

1

しています。

情報:

2

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

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

コンタクト: sasaki@tukusi.ne.jp

mathsapporo/

タグ:

Mautic-Meetup-Sapporo/
(代表: 齋藤 厚作)

OS

定期開催: 原則毎週月曜19:00～勉強会

タグ:

@インフィニットループ 会議室(詳細

マーケティングオートメーション,
PHP, Symfony, Twig, LP, ABテスト,

OS

は、情報欄URL参照)

タグ:

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

2

Eメールマーケティング,

数学

サイトトラッキング

マーケティング

3

3

Dec, 2019
北海道
ITコミュニティ・ITイベントガイド

『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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--- Page. 06 --〇 一般社団法人LOCALについて(2)
◇ 会員制度

○ 情報鮮度 ○

現在、LOCALには、以下の4つの会員種別があります。LOCALの活動に興味を持たれた方は、まず、メー

本ガイドは、2019年11月下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

リングリスト会員に登録されることをお勧めします。
(メーリングリスト会員の登録方法は、 http://www.local.or.jp/about/ml をご参照ください。)

に情報が変更されている可能性がありますので、最

5

新の情報は、WEBなどの情報をご確認ください。

□ 正会員

○ 配布について ○

お願いしています。)

社員総会で議決権を持ちます。活動を積極的にご支援頂ける方の加入を期待しています。(年会費のご負担を

本ガイドは、「情報の

□ メーリングリスト会員
メーリングリストで情報を受け取ったり、議論に参加することができます。また、月例ミーティングへの参加

改変を行わない」という条

も歓迎します。年会費のご負担はありませんが、社員総会での議決権はありません。

件の下、自由に複製を作っ

□ 賛助会員

て配布していただけます。

メーリングリスト会員の中で、年会費をご負担いただける方です。活動を支援したいけれども、勤務先の規則

印刷用のPDFは、下の

6

5

などにより正会員(社員)になることができない方などを対象としています。社員総会での議決権はありませ

URL、もしくは右のQRコ

ん。

ードにあるリンクからダウ

□ 法人会員

ンロードできます。

各種特典を利用していただくことで、学生やコミュニティを支援する姿勢を表明することができます。議決

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

A

権はありません。

会員制度の詳細は、 https://www.local.or.jp/about/memberships を参照ください。

B

C
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