
別紙

平成２９年度 情報通信月間参加行事 

e-mailアドレスはスパム防止の為「@」を<at>と表記しています。

【電波の日・情報通信月間記念式典】

行事名 平成29年度「電波の日・情報通信月間」記念式典

【内 容】

「電波の日・情報通信月間」を記念し、式典を挙
行して情報通信の発展に貢献寄与された方々を表
彰します。

日時
６／１

場所
ホテルメルパルク名古屋

（名古屋市）

主催
東海総合通信局

東海情報通信懇談会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 東海情報通信懇談会

② 0529719105

③ 未定

④ 無

ホームアドレス 未定

【広域】

行事名 情報月間啓発CMのオンエア

【内 容】

地域に根ざすコミュニティ放送局で情報通信月間
を広く啓発する。

日時
5/15～6/15

未定

場所

東海地区29局のコミュニティ放送局

（東海地区29局のコミュニティ放送局
の放送エリア）

主催 JCBA東海地区協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① JCBA東海地区協議会

② 0561853555

③ honsya<at>845.fm

④ 無

ホームアドレス なし

行事名 ＣＣNｅｔ 中部ケーブルネットワーク　なんでも相談会

【内 容】

ＦＴＴＨ化エリア拡大によるインフラ強化によ
り、生活環境の向上を図り、放送、通信サービス
の告知、ＰＲを実施します。

日時 5/15～6/15の主に土日

場所
サービスエリア内のショッピングモール
等

主催 中部ケーブルネットワーク（株）

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 中部ケーブルネットワーク（株）

② 0528582352

③

④ 無

ホームアドレス http://www.ccnw.co.jp/

【岐阜県内】

行事名 大垣市こどもICT講座「ロボットを作ろう」

【内 容】

次代を担うICT人材育成を目的に、「大垣市こど
もICT講座」としてロボット組立てからプログラ
ミングまでを体験する講座を小学生向けに開催す
る。

日時
5/27､7/22

　13:00-17:00

場所
大垣市情報工房

（大垣市）

主催 大垣市

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

① 大垣市

② 0584478249

③ joho<at>city.ogaki.lg.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.city.ogaki.lg.jp/soshiki/1-14-0-0-0_20.html
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行事名 ラジオ工作教室

【内 容】

未来を背負う子供達に対して、ラジオ工作を通し
て正しい電波の利用環境の必要性について興味を
深めてもらうための教室として開催します。

日時
６／３

　08:45-12:00

場所
梅林小学校

（岐阜市）

主催 岐阜県電波適正利用推進員協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 岐阜県電波適正利用推進員協議会

② 0529558710

③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

行事名 ラジオ工作教室

【内 容】

未来を背負う子供達に対して、ラジオ工作を通し
て正しい電波の利用環境の必要性について興味を
深めてもらうための教室として開催します。

日時
６／１０

　08:45-12:00

場所
鷺山公民館

（岐阜市）

主催 岐阜県電波適正利用推進員協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 岐阜県電波適正利用推進員協議会

② 0529558710

③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

【静岡県内】

行事名 情報通信セミナー２０１７

【内 容】

IoT/AI/ビッグデータ活用の最新動向や事例を紹介
するとともに、IoTによる新たな価値の創造など今
後の展望について、パネルディスカッションを行
います。

日時
５／２４

　１３：３０～17:00

場所
ホテルセンチュリー静岡

（静岡市）

主催

東海情報通信懇談会

東海総合通信局

静岡県

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

① 東海情報通信懇談会

② 0529719315

③
tokai-renkei-
suishin<at>soumu.go.jp

④ 無

ホームアドレス なし

行事名 浜松駅前で電波の適正利用の周知啓発活動

【内 容】

電波の日を中心とした情報通信月間の行事に併せ
浜松駅利用者を対象に電波の適正利用の周知啓発
活動を行います。

日時
６／１

　10:00-15:00

場所
浜松駅北口広場

（浜松市）

主催 静岡県電波適正利用推進員協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 静岡県電波適正利用推進員協議会

② 0529558710

③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

行事名 ウィンディ　体験・相談フェア

【内 容】

放送・通信サービスの他、各種ライフサービスの
ご紹介と体験を通じて快適な暮らしのご提案をす
る催しです。

日時
6/10～6/11

　10:00-18:00

場所
サーラプラザ佐鳴台

（浜松市中区）

主催 浜松ケーブルテレビ(株)

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

① 浜松ケーブルテレビ(株)

② 0120806170

③ info<at>hctnet.ne.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.winde.jp/
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行事名 おもしろ電波教室　～親子でラジオを作ろう!～

【内 容】

小学生とその保護者を対象として電波に関する講
話、電波に関するビデオ視聴やラジオキットの製
作を通じて電波に関して正し理解をしてもらうた
めの教室を開催します。

日時
７／２３

　13:00-16:00

場所
大洲公民館

（藤枝市）

主催 静岡県電波適正利用推進員協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 静岡県電波適正利用推進員協議会

② 0529558710

③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

行事名 おもしろ電波教室　～親子でラジオを作ろう!～

【内 容】

小学生とその保護者を対象として電波に関する講
話、電波に関するビデオ視聴やラジオキットの製
作を通じて電波に関して正し理解をしてもらうた
めの教室を開催します。

日時
７／８

　13:00-16:00

場所
安東児童館

（静岡市）

主催 静岡県電波適正利用推進員協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 静岡県電波適正利用推進員協議会

② 0529558710

③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

【愛知県内】

行事名 ITSあいち県民フォーラム2017（仮称）

【内 容】

ITSの現状と今後の展望について、県民にわかりや
すく紹介するためのフォーラムを開催する。

日時
6月上旬予定
14:00～17:00

場所 未定

（名古屋市）

主催 愛知県ＩＴＳ推進協議会

①団体名

③e-mailアドレス 

   ②電話

④入場料

① 愛知県ＩＴＳ推進協議会

② 0529546125

③ kj-san1<at>pref.aichi.lg.jp

④ 無

ホームアドレス 未定

行事名 スターキャットなんでも相談会

【内 容】

ケーブルテレビによる「ケーブル4Ｋ」のＰＲと
して来場者に体験していただくことで身近なもの
と認知を深めていただき、同時に相談会を実施し
ます。

日時

5/15～6/15

主に土日

　10:00-18:00

場所
家電量販店など

（名古屋市内）

主催
スターキャット･ケーブルネットワーク
(株)

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

①
スターキャット･ケーブルネット
ワーク(株)

② 0120181374

③ guest<at>starcat.co.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.starcat.co.jp/

行事名 第26回中部放送技術フォーラム

【内 容】

中部放送技術フォーラム協議会各社で開発・改善
した放送機器、新規に導入した放送機器の紹介発
表、番組制作に寄与した新しい制作手法の発表を
します。

日時
5/17　10:00～18:50
5/18　10:00～16:15

場所
NHK名古屋放送局４階R-3スタジオ

（名古屋市）

主催 中部放送技術フォーラム協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

①
中部放送技術フォーラム事務局
名古屋テレビ放送㈱技術戦略部

② 0523227175

③ ml_c-forum-sec<at>nbn.co.jp

④ 無

ホームアドレス http://chubu-hoso-forum.jp
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行事名 インターネット講座の開講

【内 容】

インターネットを使ってみたいという地域のご年
配者や主婦の方々に、PCだけでなくタブレットを
利用した楽しみ方や利便性などを実感・体感して
いただきます。

日時
5/17･5/27･6/3･6/13
09:30～16:00

場所
知多メディアスネットワーク社屋

（東海市）

主催 知多メディアスネットワーク(株)

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 知多メディアスネットワーク(株)

② 0120237707

③ eigyoubu<at>medias.co.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.medias.co.jp/calendar/pc_school_info/

行事名
中部ライフガードＴＥＣ2017

第5回防災・減災危機管理展におけるＭＣＡ無線の紹介

【内 容】

東海地区の自治体、企業対象の同展示会において
災害時の有効な通信手段であるＭＣＡ無線の紹介
展示を実施し、防災・減災・危機管理の対応を促
していきます。

日時
5/18～5/19
10:00～17:00

場所
ポートメッセなごや

（名古屋市）

主催 名古屋国際見本市委員会

①団体名

③e-mailアドレス 

   ②電話

④入場料

①
（一財）移動無線センター
東海センター

② 0525812462

③ risui<at>mrc.or.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.mrc.or.jp

行事名 ケーブルテレビ・ケーブルインターネットフェア

【内 容】

インターネットでのお困りごとの相談、コミュニ
ティチャンネルによる行政情報、市域情報発信を
ご紹介します。

日時 5/27～5/28

場所

豊川市野球場内特設ブース
「おいでん祭会場」

（愛知県豊川市）

主催
中部ケーブルネットワーク（株）
豊川局

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

①
中部ケーブルネットワーク（株）
豊川局

② 0533839272

③ info<at>ccnet-ai.ne.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.ccnw.co.jp/

行事名 ＩｏＴ／ＡＩ技術の最前線とビジネスへの活用を展望する講演・説明会

【内 容】

ＩｏＴ／ＡＩ技術の最前線とビジネスへの活用を
展望する講演・説明会を開催します。

日時
６／２

　13:00-17:00

場所
愛知県産業労働センター
ウインクあいち（名古屋市中村区）

主催 （一社）情報通信設備協会東海地方本部

①団体名

③e-mailアドレス 

   ②電話

④入場料

①
（一社）情報通信設備協会
東海地方本部

② 0522411989

③ toukai<at>itca.or.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.itca.or.jp/toukai/

行事名 パソコン・スマホ相談室

【内 容】

ひまわりショップにて、パソコンやスマホ、タブ
レットに関する相談会を実施。ご希望の内容にマ
ンツーマンでお答えします。（事前予約制）

日時
6/3～6/4

　未定

場所

ひまわりショップ4店舗（若草店、神田
店、みよし店、長久手店）

（豊田市、みよし市、長久手市）

主催 ひまわりネットワーク(株)

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① ひまわりネットワーク(株)

② 0120210114

③ customer<at>himawari.co.jp

④ 無

ホームアドレス ―
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行事名 ちびっ子電波体験教室２０１７

【内 容】

電波を使った体験教室を実施。親子にFMラジオを
配布し電波発信源探索ゲームを行います。災害発
生時のアマチュア無線によるインターネット接続
体験も行います。

日時
６／４

　10:00-11:30

場所
東谷山フルーツパーク

（名古屋市）

主催
（一社）日本アマチュア無線連盟
愛知県支部

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

①
(一社)日本アマチュア無線連盟
愛知県支部

② 0524119615

③ aichi20<at>jarl.com

④ 無

ホームアドレス http://www.jarl.com/aichi/

行事名 桶狭間古戦場まつりＣＣＮｅｔブース出展

【内 容】

「いつでもどこでもケーブルテレビ」サービス開
始により生活情報等幅広い活用が出来、生活環境
向上への取り組みと放送、通信サービスの告知、
ＰＲを推進します。

日時
６／４

場所
豊明市高徳院駐車場周辺

（愛知県豊明市）

主催
中部ケーブルネットワーク（株）
（桶狭間古戦場まつり実行委員会）

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

①
中部ケーブルネットワーク（株）
東名局

② 0528796400

③

④ 無

ホームアドレス http://www.ccnw.co.jp

行事名
情報通信フロンティアセミナー

～ＡＩ（人工知能）ネットワークが拓く地方創生～

【内 容】

総務省及び民間企業によるＡＩに関する政策展開
及び先進技術と展望、並びに自治体による先行的
な活用事例（公共分野等）を紹介するセミナーを
開催します。

日時
６／６

　13:30-17:00

場所
愛知県産業労働センター
ウインクあいち（名古屋市中村区）

主催
東海総合通信局

東海情報通信懇談会

①団体名

③e-mailアドレス 

   ②電話

④入場料

① 東海情報通信懇談会

② 0529719040

③ tokai-shinko<at>soumu.go.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/

行事名 情報通信フロンティアセミナー

【内 容】

第５世代移動通信システム（５Ｇ）の導入におけ
る新たなサービスやビジネスの創出につながる形
で実現するための方策など最新の情報を紹介しま
す。

日時
６／７

　14:00-17:00

場所
愛知県産業労働センター
ウインクあいち（名古屋市中村区）

主催
東海総合通信局

東海情報通信懇談会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

① 東海情報通信懇談会

② 0529719182

③ joho3-tokai<at>soumu.go.jp

④ 無

ホームアドレス

行事名 高齢者見守りＩＣＴ講演会

【内 容】

在宅医療・介護関係者、行政関係者、情報関係者
を対象に高齢者見守りＩＣＴの試み（音声、映
像、データの自前システム）について、講演会を
開催します。

日時
６／１４

　13:30-16:30

場所
日本福祉大学名古屋キャンパス南館501

（名古屋市）

主催 NPO地域ＩＣＴプラットホーム

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

① NPO地域ＩＣＴプラットホーム

② 0569722580

③ ykubo2<at>kdr.biglobe.ne.jp

④ 有2,000円

ホームアドレス ictp.jp
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行事名 楽しく学ぼう「電波教室」

【内 容】

ラジオの製作を通して、電波を適正に利用するこ
とが必要な周知啓蒙と、ラジオの製作を通して電
波や電子に興味を持つ子どもが育成されることを
目的に開催します。

日時
６／１７

　13:00-16:00

場所
名古屋稲生小学校

（名古屋市）

主催 愛知県電波適正利用推進員協議会

①団体名    ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 愛知県電波適正利用推進員協議会

② 0529558710

③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

行事名 地域における情報流通に関するシンポジウム（仮）

【内 容】

「地域」と「情報流通」をキーワードとして放送
の諸課題について考えます。

日時
６／２３

　13:00-16:30

場所
愛知県女性総合センター

（名古屋市東区）

主催
東海総合通信局

東海情報通信懇談会　他

①団体名

③e-mailアドレス 

   ②電話

④入場料

① 東海情報通信懇談会

② 0529719198

③ 未定

④ 無

ホームアドレス 未定

行事名 楽しく学ぼう「電波教室」
①団体名        　   ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

【内 容】

ラジオの製作を通して、電波を適正に利用するこ
とが必要な周知啓蒙と、ラジオの製作を通して電
波や電子に興味を持つ子どもが育成されることを
目的に開催します。

日時
６／２４

　13:00-16:00
愛知県電波適正利用推進員協議会①

場所
上名古屋小学校

（名古屋市）
0529558710②

主催 愛知県電波適正利用推進員協議会
③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

行事名 防災情報通信セミナー
①団体名        　   ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

【内 容】

非常災害時等における情報通信のあり方について
理解を深めるため、最新の防災情報通信について
の動きや災害対応に関する情報等を紹介する講演
会等を開催をします。

日時
６／３０

　14:45-16:45
東海地方非常通信協議会①

場所
ウィルあいち

（名古屋市東区）
0529719197②

東海地方非常通信協議会

東海総合通信局

東海情報通信懇談会

oso-tokai<at>soumu.go.jp
主催

③

④ 無

ホームアドレス http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/musen/hijyoukyou/index.html

行事名 電気通信事業者セミナー（仮）
①団体名        　

③e-mailアドレス 

   ②電話

 ④入場料

【内 容】

電気通信事業者を対象として、「改正個人情報保
護法」等に関する説明会を行い、同法に基づく各
種義務等についての事業者の啓発を図ります。

日時
７／１８

　14:00-17:00
(一財)日本データ通信協会①

場所
栄ガスビル（5F 

（名古屋市）

キングルーム）
0359073808②

主催
東海総合通信局 ③ tp3-info<at>dekyo.or.jp

（一財）日本データ通信協会 ④ 無

ホームアドレス http://www.dekyo.or.jp/

6

ウェブアクセシビリティ東海総合通信局



行事名 ミクス光相談会

【内 容】

4K放送のデモやFTTHによるケーブルテレビ・
ケーブルインターネット・ケーブルプラス電話の
紹介をするとともに、HFCからFTTHへの切換
や、お困りごとなど、なんでも相談会を実施しま
す

日時
未定

　09:00-17:00

場所
本社、市内ショッピングセンター

（岡崎市）

主催 ミクスネットワーク(株)

①団体名 ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

① ミクスネットワーク(株)

② 0120345739

③ info<at>catvmics.ne.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.catvmics.ne.jp/

行事名 そらまめパソコン教室

【内 容】

初心者向けパソコン講座及び、初心者向けタブ
レット講座です。

日時
未定

　09:00-12:00

場所
グリーンシティプラザ及びパルティせと

（名古屋市及び瀬戸市）

主催 グリーンシティケーブルテレビ(株)

①団体名 ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

①
グリーンシティケーブルテレビ
(株)

② 0120150676

③ soramame<at>gctv.co.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.gctv.co.jp/other/mamepcschool.html

【三重県内】

行事名 第３５回斎王まつり会場で電波適正利用周知啓発活動

【内 容】

まつり来場者に推進員ブースを設け、幟、パネ
ル、ポスターを掲示しリーフレットの配布による
周知活動や相談活動を実施します。

日時
６／４

　09:00-15:30

場所
斎王まつり会場

（多気郡明和町）

主催 明和町斎王まつり実行委員会

①団体名 ②電話

③e-mailアドレス ④入場料

① 三重県電波適正利用推進員協議会

② 0529558710

③ toukai-se<at>cleandenpa.net

④ 無

ホームアドレス http://www.cleandenpa.net

行事名 MieMu　コーポレーション・デー

【内 容】

CATV会社と地域の映像情報文化の保存と伝承を
事業の一つとする三重県総合博物館が連携し現在
社会におけるICTの大切さを地域に広く伝えま
す。

日時
６／１８

　09:00-19:00

場所
三重県総合博物館（MieMu）

（津市一身田上津部田３０６０）

主催

(株)ケーブルコモンネット三重

伊賀上野ケーブルテレビ(株)

松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)

(株)ZTV

①団体名 ②電話

③e-mailアドレス  ④入場料

① (株)ケーブルコモンネット三重

② 0592365221

③ info<at>com-mie.jp

④ 無

ホームアドレス http://www.com-mie.jp/
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