平成30年８月31日現在

※７月以前は掲載していません

地域におけるIoTの学び推進事業「地域ICTクラブ」公開講座の日程
ブロック

都道府県

協議会名
（代表団体名）

クラブ名

日時

場所
（住所）

更別親子セミナー

8月10日（金）、9月30日（日）、10月28日（日）、
11月18日（日）、12月9日（日）、1月13日（日）

十勝さらべつ熱中小学校
（北海道更別村南1線93-38）

問合せ先・申込み先

備考

北海道

十勝EdTechコンソーシアム
（帯広コア学園）

更別セントラルWS

帯広ブランチWS

北海道ICT人材育成協議会
（（一社）オープン教育研究
所）

東北

8月10日（金）、18日（土）
9月9日（日）、30日（日）
10月14日（日）、28日（日）
11月18日（日）、24日（土）
12月9日（日）、22日（土）
10月13日（土）、17日（水）、24日（水）、31日（水）
11月7日（水）、14日（水）、17日（土）、28日（水）
12月5日（水）、15日（土）、19日（水）、25日（水）
1月9日（水）

①8月6日（月）～10日（金）
②9月以降、毎週木曜日（予定）

ジョイワーク三戸
（青森県三戸郡三戸町大字川守田字関根4-11）

①会場で受付
②メール、FAX

8月17日（金）～18日（土）

共愛学園前橋国際大学
（群馬県前橋市小屋原町）

協議会HPにて受付
https://www.gpaward.jp/entry-jps2018.php

北海道ICTクラブ＠琴似工業高校

12月上旬・12月中旬（予定）

北海道ICTクラブ＠岩見沢高等養
護学校

12月上旬・12月中旬（予定）

三戸地方未来塾

群馬県

ぐんまプログラミング教育推進協
議会
前橋地域ICTクラブ
（（株）上毛新聞社）

埼玉県

こどものミライ協議会
（（株）D2C）

帯広コア専門学校
（北海道帯広市西11条南41丁目3-5）

協議会HPにて受付

12月上旬・12月中旬（予定）

三戸地方未来塾
（三戸町）

関東

埼玉県

新座IoTの学び推進協議会
（NPO法人新座IoT子育て
ネットワーク）

こどものミライクラブ（狭山市）

協議会HPにて受付
https://tokachi.tech

北海道大学
（北海道札幌市北区北8条西5丁目）
札幌琴似工業高校
（北海道札幌市西区発寒13条11丁目3番1号）
岩見沢高等養護学校
（北海道岩見沢市東町2条9丁目960の3

北海道ICTクラブ＠北海道大学

青森県

十勝さらべつ熱中小学校
（北海道更別村南1線93-38）

11月24日（土）、1月19日（土）
2月23日（土）

狭山市産業労働センター
（埼玉県狭山市入間川1-3-3）
メール
早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構
（東京都新宿区早稲田町27）

東北ICTくらぶ

1月5日（土）～7日（月）

にいざほっとぷらざ
（埼玉県新座市東北2-16-11）

web/電話048-482-5732

野火止ICTくらぶ

9月30日（日）、10月6日（土）

野火止公民館 講義室１
（埼玉県新座市野火止6-1-48）

web/電話048-482-5732

菅沢（十文字）ICTくらぶ

11月25日（日）、12月2日（日）、12月9日（日）

十文字学園女子大学
（埼玉県新座市菅沢2-1-28）

web/電話048-482-5732

新塚ICTくらぶ

11月10日（土）、17日（土）、24日（土）
12月9日（日）、15日（土）、22日（土）
1月12日（土）、19日（土）、26日（土）

福祉の里児童センター
（埼玉県新座市新塚1-4-5）

web/電話048-481-6477

本多ICTくらぶ

10月7日（日）、14日（日）、21日（日）
11月10日（土）、17日（土）、24日（土）
12月8日（土）、15日（土）、22日（土）

新座市児童センター
（埼玉県新座市本多1-3-10）

web/電話048-479-8822

1～3年生向け、、4～6年生向け

ブロック

都道府県

協議会名
（代表団体名）
こどものミライ協議会
（（株）D2C）

東京都

ヒラメキICTクラブ
（（一社）全国中学校理科
教育研究会支援センター）

つづきIoT学習推進協議会
（NPO法人I Love つづき）

クラブ名

こどものミライクラブ（大田区）

信越
長野県

北陸

八王子市立下柚木小学校
（八王子市下柚木3-9）

ヒラメキICTクラブ 宮上小学校

9月29日（土）、10月6日（土）、13日（土）、
27日（土）、11月3日（土）

八王子市立宮上小学校
（八王子市南大沢5-10）

ヒラメキICTクラブ 八潮学園

9月20日（木）、27日（木）、10月4日（木）、
11日（木）、18日（木）

品川区立八潮学園
（品川区八潮5-11-2）

ヒラメキICTクラブ 吉祥寺北コミ

10月21日（日）、28日（日）、11月4日（日）、
11日（日）

吉祥寺北コミュニティセンター
（武蔵野市吉祥寺北町1-22-10）

ヒラメキICTクラブ応用レベル

11月10日（土）、17日（土）、12月1日（土）、
8日（土）、15日（土）

東京工科大学八王子キャンパス ファブラボ教室
（八王子市片倉町1404-1）

デジタル寺子屋

プログラミング教室
9/4（火）、7（金）、11（火）、14（金）、
18（火） 、21（金）、25（火）、28（金）
講師のための講座
9/16、 9/23 9/30（日）
10月以降の予定は、1ヶ月前目途で決定。

シェアリーカフェ
（横浜市都筑区中川1−4−1）

かながわICTクラブ さくらWORKS

10月14日（日）、28日（日）、11月10日（土）、
12月9日（日）

さくらWORKS＜関内＞
（横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F）

かながわICTクラブ みんなの食場

9月30日（日）、10月21日（日）、11月10日（土）、
12月2日（日）

みんなの食場
（横浜市神奈川区松本町4-33-10 山下ビル1F）

9月中旬～3月（予定）

準備中

9月8日（土）、10月13日（土）、11月17日（土）

加賀市イノベーションセンター
（石川県加賀市大聖寺八間道65番地）

地域ＩＣＴクラブ（大聖寺）
石川県

地域ＩＣＴクラブ（片山津）
地域ＩＣＴクラブ（山中）

福井県

福井県こどもプログラミング協議
会
（（一社）福井情報システム
工業会）

静岡県

9月8日（土）、22日（土）、10月27日（土）、
11月10日（土）、24日（土）、12月8日（土）、
22日（土）
9月27日（木）、10月25日（木）、11月22日（木）、
12月13日（木）

片山津地区会館
（石川県加賀市片山津温泉7の1番地1）
山中児童センター
（石川県加賀市山中温泉西桂木町ト10番地1）

デジタル寺子屋つづき
https://digitalterakoya.com/

協議会HPにて受付
https://kanagawaict.ed
u-net.co.jp/

協議会HP（9月公開に向け
準備中）またはメールにて受
付

石川県加賀市HPにて受付
http://www.city.kaga.is
hikawa.jp/kyouikuiinkai
/gakushuu/localictclub_
start.html

8月8日（水）、8月22日（水）、9月30日（日）、
10月28日（日）、12月2日（日）

Hana道場
（福井県鯖江市旭町1-6-6）

Hana道場HPにて受付
https://peatix.com/eve
nt/410502

福井市地域ICTクラブ（仮称）

8月～12月（予定）

準備中

準備中

9月26日（水）、10月10日（水）、24日（水）、
11月7日（水）、21日（水）、12月5日（水）
10月3日（水）、17日（水）、31日（水）、
11月14日（水）、28日（水）、12月12日（水）

川根本町山村開発センター 大会議室
（静岡県榛原郡川根本町上長尾627）
川根本町文化会館 保健研修室
（静岡県榛原郡川根本町東藤川909-1）
川根本町山村開発センター 大会議室
（静岡県榛原郡川根本町上長尾627）

FAX・メールにより受付
９月上旬に川根本町ＨＰに
て公開予定
http://www.town.kawa
nehon.shizuoka.jp/

かわねＩＣＴクラブ（南部）
かわねＩＣＴクラブ（北部）
かわねＩＣＴクラブ（合同）

11月4日（日）、12月19日（水）

備考

4～6年生向け

協議会HP
（http://zcrsc.net/hira
meki-2.xhtml）で告知し、
メールで受付

Hana道場

東海
川根本町地域ＩＣＴクラブ推
進協議会
（川根本町）

2月23日（土）

問合せ先・申込み先

大田区産業プラザPiO
（東京都大田区南蒲田1丁目20-20）
メール
早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構
（東京都新宿区早稲田町27）

10月17日（水）、24日（水）、31日（水）、
11月7日（水）

長野市ブートストラップ少年団運
営協議会（（株）アソビズ
長野市ブートストラップ少年団
ム）

加賀市地域ＩＣＴクラブ推進
協議会
（加賀市）

11月17日（土）、1月12日（土）

場所
（住所）

ヒラメキICTクラブ 下柚木小学校

神奈川県
かながわICTクラブ運営協議会
（（株）教育ネット）

日時

原則平日16時〜18時は小学校3年生
～6年生、土日16時～18時はメンター
研修講座

ブロック

都道府県

協議会名
（代表団体名）

近畿

クラブ名

日時

クラウドプログラミング（CoderDojo 8月25日（土）、9月22日（土）、10月27日（土）、
三郷）
11月24日（土）、12月22日（土）

奈良県

三郷町ＩＣＴ学び推進協議
会
（三郷町）

8月25日（土）、9月2日（日）、22日（土）、
10月7日（日）、27日（土）、11月4日（日）、
24日（土）、12月2日（日）、22日（土）
ロボットプログラミング（ロボットプログ
ラミング）

11月14日（水）、21日（水）
11月平日（２回）
1月12日～14日のうち1日

ＩＣＴキホン講座（拡大版！中野 9月2日（日）、10月7日（日）、11月4日（日）、
塾）
12月2日（日）

中国
広島県

MIHARAプログラミング教育推
進協議会
（（一社）RoFReC）

愛媛県

モックアップ内子協議会
（（株）武田林業）

鹿児島県

三郷町HPにて受付
https://www.town.sang
o.nara.jp/soumu/machi
/ictclub/ictclub.html

株式会社オプティム 佐賀本店
（佐賀市本庄町１佐賀大学内）

10月13日（土）、14日（日）、11月17日（土）、
18日（日）、12月26日（水）、27日（木）

多久市まちづくり交流センターあいぱれっと
（佐賀県多久市北多久町大字小侍1016-2）

9月30日（日）、10月21日（日）、28日（日）、
11月11日（日）、25日（日）
9月30日（日）、10月21日（日）、28日（日）、
11月11日（日）、25日（日）

森岳公民館
(長崎県島原市城内1-1177)
霊丘公民館
(長崎県島原市新町2-103-1)
福岡工業大学
（福岡県福岡市東区和白東3-30-1）

（株）オプティム佐賀本店
TEL:0952-41-4277
佐賀県多久市HP
https://www.city.taku.l
g.jp/

11月8日（木）、11月29日（木）

九州

鹿児島県地域ICTクラブ推進
協議会
（ライフイズテック（株））

三郷町立三郷小学校
（奈良県生駒郡三郷町勢野西1-6-1）
三郷町立三郷北小学校
（奈良県生駒郡三郷町美松ヶ丘西2-11-1）
奈良学園大学
(奈良県生駒郡三郷町立野北3-12-1)
奈良サテライトオフィス３５
（奈良県生駒郡三郷町立野南2-10-17）

8月6日（月）～8日（水）、10月20日（土）、
21日（日）、12月1日（土）、2日（日）

モックアップＵＣＨＩＫＯ

長崎県

奈良サテライトオフィス３５
（奈良県生駒郡三郷町立野南2-10-17）

10月13日（土）林業体験・ドローン体験
協議会HPにて受付
（雨天中止）
https://www.mockmoc
11月17日（土）林業体験・ドローン体験
k.jp
（雨天中止）

10月4日（木）、10月25日（木）

第1会場（森岳公民館）
島原地域ＩＣＴクラブ推進協
議会
第2会場（霊丘公民館）
（（株）ケーブルテレビジョン島
原）
福工大杯

奈良サテライトオフィス３５
（奈良県生駒郡三郷町立野南2-10-17）

小田自治センター
（愛媛県喜多郡内子町寺村251-3）
内子自治センター
（愛媛県喜多郡内子町内子3427）

モックアップＯＤＡ

四国

志田林三郎ICTクラブ

備考

協議会HPにて受付
https://www.rofrec.jp/c
hallenge-mihara

8月26日（日）、11月25日（日）

志田林三郎ICTクラブ協議会
（（株）オプティム）

問合せ先・申込み先

アクションセンターミハラ
（広島県三原市城町1-12-5）

地域ＩＣＴクラブ

佐賀県

場所
（住所）

12月2日（日）

徳之島町地域ICTクラブ（仮称）

10月～12月（予定）

町立コワーキングスペース みらい創りラボ いのかわ
（鹿児島県大島郡徳之島町井之川223-2）

霧島市地域ICTクラブ（仮称）

10月～12月（予定）

霧島市メディアセンター
（霧島市国分中央2-45-1）

※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

※問合せ先、申込み先、問合せ電話番号、担当者名は、特に記載のない限り、実施団体のものです。
※講座の実施時間や見学可能人数は会場によって異なりますのでお問い合わせください。
※訪問の際は必ず事前に申し込みをしてください。申し込みなしで会場に行っても見学できない場合がございます。申込み締切日前であっても、定員に達し次第締切となります。
※メールでのお問い合わせの際は、タイトルを「【地域ICTクラブ】○月○日見学（または取材）希望」としてください。お電話でのお問い合わせの際にも、地域ICTクラブの見学についてとお伝えください。
※取材をご希望の場合は、実施団体への申込みのほか、ictclub_atmark_soumu.go.jp までお知らせください。
※施設内で団体の許可のない写真・動画の撮影はご遠慮ください。
※会場へは原則として公共交通機関での来場をお願いいたします。

クラブWEBサイト・電話・メー
ルにて申込
https://shimabara.club/
森岳会場・霊丘会場2拠点の児童が集ま
り、ロボット競技会を開催する。
メール・電話

