令和元年９月27日時点

※9月18日以前は掲載していません

地域ICTクラブ普及推進事業「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）

北海道

くしろI.Cityクラブ推進協議会
（一般社団法人学校地域協働センターラポー
ルくしろ）

クラブ名

日時

場所
（住所）

学校I.Cityクラブ西中

9月24日（火）、10月15日（火）、11月5日（火）、11月26日（火）

釧路市立鳥取西中学校
（北海道釧路市鳥取北9－7－1）

問合せ先・申込み先

備考

北海道

学校I.Cityクラブ西小

9月24日（火）、10月15日（火）、11月5日（火）、11月26日（火）

釧路市立鳥取西小学校
（北海道釧路市鳥取北7－5－5）

湯沢ＩＣＴクラブ

10月13日（日）、11月上旬、11月中旬、12月上旬、1月中旬

湯沢市内小学校、湯沢市役所ほか

東成瀬村ＩＣＴクラブ

10月13日（日）、10月下旬、11月中旬、12月上旬、12月中、1月中旬

東成瀬村小学校、湯沢市役所ほか

メール
info_atmark_rapport.kushiro.jp

東北

秋田県

宮城県

秋田県地域ＩＣＴクラブ推進協議会
（一般社団法人みらいキャリア研究所）

メール
miraicareer_atmark_wind.ocn.ne.jp
大仙ＩＣＴクラブ

10月下旬、11月中旬、12月上旬、12月上旬、１月中旬

大仙市内小学校ほか

横手ＩＣＴクラブ

１０月下旬、11月中旬、12月上旬、12月上旬、１月中旬

横手市内小学校ほか

仙台シニア&ジュニアICTクラブ

10月23日(水)、10月30(水)、11月6日(水)、11月7日(水)、
11月13日(水)、11月20日(水)

東北高校小松島校舎
（宮城県仙台市青葉区小松島4丁目3-1）

アートICTクラブ

11月2日(土)、11月9日(土)、11月16日(土)、11月30日(土)、
12月14日(土)

アート・インクルージョン
（宮城県仙台市青葉区一番町3-8-14）

いばらきICTクラブ（茨城町）

9月19日(木）、10月18(金）、11月5日(火）、11月6日(水）、11月10日
(日）

茨城町立葵小学校ほか、茨城町役場駒場庁舎

茨城町教育委員会 学校教育課にて受付
029-240-7121

いばらきICTクラブ（牛久市）

9月22日(日）、10月26日(土）、11月30日(土）、12月7日(土）

奥野生涯学習センターほか

牛久市教育委員会 指導課にて受付
029-873-2111

いばらきＩＣＴクラブ（つくば市）

9月24日(火）、10月中旬、11月中旬、12月中旬

つくば市立みどりの学園ほか

つくば市総合教育研究所にて受付
029-867-1080

中津第二小学校多目的室
（神奈川県愛甲郡愛川町春日台2-9-1）

学校の教頭に電話申し込み
046-285-2960

みやぎ三世代プログラミング協議会
（一般社団法人コード・フォー・ジャパン）

協議会イベントサイトで受付。
9月下旬確定
https://3sedai.connpass.com/

関東

茨城県

いばらきICTクラブ
（シャープマーケティングジャパン株式会社）

神奈川県

中二小プログラミング学習クラブ協議会
（愛川町立中津第二小学校）

中二小プログラミング学習クラブ

10月30日(木)、11月21日(木)、1月16日(木)、1月23日(木)、
1月24日(金)、2月6日(木)、2月27日(木)

長野県

たかぎＩＣＴクラブ
（一般社団法人たかぎスポーツクラブ）

たかぎＩＣＴクラブ・基本コース

取材可能日
10月27日（日）、11月17日（日）、11月24日（日）、12月8日（日）、12 たかぎスポーツクラブ ＩＣＴクラブ教室
広報・新聞広告で開催日を告知します。申し込みは
10月27日（日）、12月8日（日）、
月22日（日）、2月上旬
（長野県下伊那郡喬木村6695-1 みんなの広場アスボ内） 電話で受付 たかぎスポーツクラブ 0265-33-5570
２月上旬

信越

ブロック

都道府県

協議会名
（代表団体名）

場所
（住所）

クラブ名

日時

ロボット・プログラミング教室 高岡教室

11月9日（土）、11月23日（土）、12月7日（土）、12月14日（土）、12月
二上まなび交流館
21日（土）

ロボット・プログラミング教室 富山教室

9月22日（日）10月6日（日）、10月27日（日）、11月24日（日）、
12月8日（日）

CiCビル5階星槎富山キャンパスほか

電子工作プログラミング教室 富山教室

9月21日（土）、10月5日（土）、10月26日（土）、11月9日（土）、
11月23日（土）、12月21日（土）

富山大学人間発達科学部B5棟多目的研究室ほか

電子工作プログラミング教室 滑川教室

9月22日（日）、10月13日（日）、10月27日（日）、11月10日（日）、11
滑川市民交流プラザ内こども図書館ほか
月24日（日）、12月21日（日）

ゲーム開発プログラミング教室 富山教室1

10月2日（水）、10月18日（金）、11月6日（水）、11月28日（木）、12月 放課後デイサービス
21日（土）
ヴィストカレッジ富山県庁前ほか

ゲーム開発プログラミング教室 富山教室2

9月24日（火）、10月8日（火）、10月29日（火）、11月12日（火）、11月
青い鳥学童クラブほか
26日（火）、12月21日（土）

郡上ＩＣＴクラブ＠ＨＵＢＧＵＪＯ

9月30日（月）、10月7日（月）、10月28日（月）、11月11日（月）、
11月18日（月）、12月12日（月）、12月16日（木）、12月22日（日）

ＨＵＢＧＵＪＯ
コワーキングスペース＆会議室ほか
（岐阜県郡上市八幡町小野91-1）

郡上ＩＣＴクラブ＠創造館

9月30日（月）、10月7日（月）、10月28日（月）、11月11日（月）、
11月18日（月）、12月12日（月）、12月16日（木）、12月22日（日）

ＨＵＢＧＵＪＯ
コワーキングスペース＆会議室ほか
（岐阜県郡上市八幡町小野91-1）

ICT GIFT協議会 名古屋校

10月6日（日）、11月10日（日）、12月8日（日）、12月21日（土）

ギフトプレイス
（愛知県名古屋市東区泉3-28-3）

問合せ先・申込み先

北陸

富山県

とやま地域ICTクラブ推進協議会
（富山県教育工学研究会）

メール
ictmirai_atmark_toyamaedu.com
FAX
076-444-1121

東海

岐阜県

愛知県

郡上市地域ICTクラブ協議会
（特定非営利活動法人ＨＵＢＧＵＪＯ）

ICT GIFT協議会
（グランドライフ株式会社）
ICT GIFT協議会 東海校

10月6日（日）、11月10日（日）、12月8日（日）、12月21日（土）

GFTD WORKS 知多
（愛知県東海市加木屋町陀々法師1-2）

東大阪会場

10月19日(土）、10月27日(日）、11月24日(日）、12月7日(土）

東大阪市文化創造館ほか

ATC会場

9月29日(日）、10月19日(土）、11月10日(日）、12月1日(日）、
12月7日(土）

東大阪市文化創造館ほか

ことまど AIC本部（旧尾崎小学校）

9月21日（土）、9月28日（土）、12月8日(日)

旧尾崎小学校ほか

AI・ロボット AIC本部（旧尾崎小学校）

10月5日(土)、11月9日(土)、12月8日(日)

旧尾崎小学校ほか

防災ゲーム AIC本部（旧尾崎小学校）

9月29(日)、10月12日(土)、10月19日(土)、12月8日(日)

旧尾崎小学校ほか

プログラミング AIC本部（旧尾崎小学校）

10月13日(日)、11月10日(日)、12月8日(日)

旧尾崎小学校ほか

情報科学３D AIC本部（旧尾崎小学
校）

9月22日(日)、10月6日(日)、10月27日(日)、11月17日(日)、
12月8日(日)

旧尾崎小学校ほか

HUBGUJOホームページ
及びFaceBookページ
9月下旬公開予定
info_atmark_hubgujo.com
https://www.hubgujo.com/wp/contact/

グランドライフ株式会社HP
http://grand-life.jp/

近畿

大阪府

兵庫県

東大阪モノづくりICTクラブ協議会
（株式会社コノエ）

淡路市ICTクラブ協議会 AIC
（あわじ次世代テック推進会 A-TECH）

公開講座申込方法
TEL：06-6606-8335
E-mail：info_atmark_iroobo.jp
(一般社団法人i-RooBO Network Forum

神戸新聞社教育ICT部(078-362-7023）に電
話で申し込む
淡路市まちづくり政策課で受付

備考

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）

広島県

あきたかたSTREAM教育フォーラム
（ふるさとネットやすらぎ会）

子どもプログラミング教室

10月20日 (日)、11月3日 (日)、11月10日 (日)、12月8日 (日)

向原生涯学習センター「みらい」、旧郷野小学校

ホームページから。

高知みらい科学館
（高知県高知市追手筋2丁目1-1）

高知みらい科学館にて電話受付(088-8237767)

中国

問合せ先・申込み先

申し込みは次のホームページから。見学も
http://a-stream-edu.org/

四国
ロボットクラブ【場所：高知みらい科学館 工
12月7日（土）、12月14日（土）、12月21（土）、12月27日（金）
作室】

高知県

高知ICTクラブ推進協議会
（高知みらい科学館（高知市教育委員
会））

高知IoTクラブ（中学生クラス）【場所：高
知みらい科学館 工作室】

9月15日（日）、9月22日（日）、9月29日（日）、10月6日（日）、
10月20日（日）、10月27日（日）

高知IoTクラブ（高校生以上）【場所：高
知みらい科学館 工作室】

11月17日（日）、11月24日（日）、12月1日（日）、12月8日（日）、12月
15日（日）、12月22日（日）

デジタルものづくりクラブ【場所：高知みらい科 11月30日（土）、12月1日（日）、12月7日（土）、12月8日（日）、
学館 工房】
12月14日（土）、12月15日（日）

九州
防災プログラミングコース（崇城大学IoT/AI
スタジオ）
熊本県

熊本市防災ICT人材育成協議会
（一般社団法人SCBラボ）

12月1日（日）、12月8日（日）、12月15日（日）、12月22日（日）、12月 崇城大学IoT/AIスタジオ
29日（日）
（熊本県熊本市西区池田4-22-1）
SOCKETIoMT/AI Lab
（熊本県熊本市北区飛田3-5-8）
崇城大学IoT/AIスタジオ
（熊本県熊本市西区池田4-22-1）

クラウド活用防災コース（SOCKET
IoMT/AIラボ）

12月7日（土）、12月14日（土）、12月28日（土）、12月29日（日）

講師養成研修会

9月28日（土）、9月29日（日）、11月23日（土）、11月24日（日）、12月 沖縄市学習支援ひろば「くじら寺子屋」1階
22日（日）
（沖縄県沖縄市海邦2-9-10）

代表団体ホームページで周知し、メールで受付
https://scblab.jp

沖縄

沖縄県

おきなわICTクラブ運営協議会
ロボットと未来研究会 宜野湾市 「野嵩一
（一般社団法人おきなわジュニア科学クラブ） 区自治会研究室」
ロボットと未来研究会 沖縄市「学習支援ひ
ろば・くじら寺子屋研究室」

10月12日（土）、12月7日（土）、1月13日（月）

宜野湾市野嵩一区自治会公民館 1階ホール
（沖縄県宜野湾市野嵩2-21-1）

10月13日（日）、12月8日（日）、12月21日（土）、1月13日（月）

沖縄市学習支援ひろば「くじら寺子屋」1階
（沖縄県沖縄市海邦2-9-10）

協議会HP⇒
https://www.okinawaictclub.com/より
メール・または電話にて受付。
電話：090-3582-3323

備考

ブロック

都道府県

協議会名
（代表団体名）

場所
（住所）

クラブ名

日時

東京元気学校1（Freewill/恵比寿）

10月3日（木）、10月8日（火）、10月10日（木）、10月15日（火）、10月
17日（木）、10月23日（水）、10月31日（木）、11月7日（木）、11月14 Freewill学習塾
日（木）、11月21日（木）、11月28日（木）、12月5日（木）、12月12日 （東京都渋谷区恵比寿南2-24-9）
（木）、12月19日（木）、12月22日（日）

東京元気学校２（MOF/池袋）

10月3日（木）、10月8日（火）、10月10日（木）、10月15日（火）、10月
17日（木）、10月23日（水）、10月31日（木）、11月7日（木）、11月14 ＭＯＦ
日（木）、11月21日（木）、11月28日（木）、12月5日（木）、12月12日 （東京都豊島区西池袋1-43-3日精ビル6Ｆ2-24-9）
（木）、12月19日（木）、12月22日（日）

問合せ先・申込み先

広域

クラスジャパン地域ＩＣＴクラブ「元気学校」推
進協議会
（一般財団法人クラスジャパン教育機構）
大阪元気学校（輝/八尾）

10月3日（木）、10月8日（火）、10月10日（木）、10月15日（火）、10月
17日（木）、10月23日（水）、10月31日（木）、11月7日（木）、11月14 ＮＰＯ輝
日（木）、11月21日（木）、11月28日（木）、12月5日（木）、12月12日 （大阪府八尾市春日町1-7-15）
（木）、12月19日（木）、12月22日（日）

名古屋元気学校（エール/名古屋市）

10月3日（木）、10月8日（火）、10月10日（木）、
10月15日（火）、10月17日（木）、12月22日（日）

鹿児島元気学校（グッジョブ鹿児島/鹿児島
10月3日（木）、12月22日（日）
市）

ジュニアビレッジ運営協議会
（株式会社ＪＴＢ）

柏の葉ジュニアビレッジ

10月20日（日）、11月10日（日）、11月24日（日）、12月8日（日）、12 船戸会館
月22日（日）
（千葉県柏市船戸1129-1）

横須賀ジュニアビレッジ

10月27日（日）、11月10日（日）、11月24日（日）、12月8日（日）、12 しらかばこども園第四学童クラブ
月22日（日）
（神奈川県横須賀市大津町1-5-25）

※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。
※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。

一社）グッジョブ鹿児島
（鹿児島県鹿児島市大黒町3-27清友ビル5Ｆ）

10月27日（日）、11月10日（日）、11月24日（日）、12月8日（日）、12 菊川ジュニアビレッジ部室
月22日（日）
（静岡県菊川市三沢117‐3）

※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。

※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。

学習支援塾エール
(愛知県名古屋市東区泉1-20-2)

菊川ジュニアビレッジ

※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。

事務局へメール・電話にて受付
メール：info_atmark_cjgakuen.com
電話：03-4400-1101

ジュニアビレッジ運営協議会村田あてメールにて申し
込み。随時受付。
k.murata_atmark_glocal-ds.co.jp

備考

