
別 紙 

平成 21年度 情報通信月間参加行事 （県別・開催日程順） 
平成 21 年 4月１5日現在 （行事は予定も含まれており、実施にあたっては内容等が変更される場合があります。） 

 

徳島県開催 

 

 

香川県開催 

 

 

行事名 
高齢者を蘇らせる対話型シニアパソコン教室とサポー
ター養成セミナー 

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/2～ 

7/21 

 
場所 （株）ニタビル 3階、 

徳島市徳島町 2 

① NPO シニアパワーネットワーク 

とくしま 

② 088-653-2733  

③ furumoto@msf.biglobe.ne.jp 

【内 容】 

ユビキタスネットワーク社会で、高齢

者が取り残されないように、大学名誉

教授らによるパソコン教室、サポータ

ー養成セミナーを開催 

 主催 NPO シニアパワーネットワーク 

とくしま 

④ 15,000 円 

ホームページアドレス http://www.NPO-spnet.org/default.aspx  

行事名 
電脳フェスタ in とくしま「インターネット VoIP を使用
した画像通信の普及」 

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/20 
場所 津田コミュニティーセンター 

① NPO 法人いきいきネットとくしま 

② 090-2895-1335  

③ info@ikiikinet.org 

【内 容】 

web カメラを使用し、画像を伴った通

信のノウハウや実演を行い、インター

ネットを利用したコミュニケーショ

ンを一般市民に啓蒙・普及する。 

 

主催 NPO 法人いきいきネットとくしま

④ 一人 500円 

ホームページアドレス http://www.ikiikinet.org   

行事名 JGN2plus 四国連絡協議会総会記念講演会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5 月下旬 
場所 サンポート高松 

① 四国総合通信局電気通信事業課 

② 089-936-5041  

③ shikoku-seisaku@soumu.go.jp 

【内 容】 

超高速ネットワークの利活用に関す

る講演会を実施する。 

 
主催 JGN2plus 四国連絡協議会 

四国総合通信局 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/ 

行事名 近未来情報化講演会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/9 
場所 未定 

① かがわ情報化推進協議会 

② 087-832-3140  

③ webmaster@kagawa-net.org 

【内 容】 

情報化に対する関心が高まり、地域情

報化の裾野の拡大が図れるよう、最前

線で活躍する講師を招きタイムリー

なテーマで講演会を開催します。 

 

主催 かがわ情報化推進協議会 

四国情報通信懇談会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.kagawa-net.org  



愛媛県開催 

行事名 四国情報通信懇談会 総会 記念講演会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 4/22 
場所 松山全日空ホテル 

① 四国情報通信懇談会 

② 089-936-5061  

③ yonjokon@nifty.com 

【内 容】 

㈱いろどり副社長であり、情報化の活

用で地域活性化に取り組んでいらっ

しゃる横石知二氏にご講演いただき

ます。 

 

主催 四国情報通信懇談会 

四国総合通信局 

④ 無料 

ホームページアドレス http://homepage3.nifty.com/yonjokon/  

 

行事名 防災通信セミナー 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程  4/27 
場所  ピュアフル松山 

① 四国地方非常通信協議会 

② 089-936-5066  

③ shikoku-hijoukyou@ml.soumu.go.jp 

【内 容】 

四国管内は、台風、竜巻、大雨と多

くの自然災害に見舞われる事が多い

ことから、これらの災害に際しての

ICT に係る防災、減災の方法について

有識者による講演会を開催します。 

 

主催  四国総合通信局  

四国地方非常通信協議会   

防災情報通信体制整備のための

連絡会 

四国情報通信懇談会 

④ 無料 

ホームページ

アドレス  

http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/2009press/200904/2009041401.html 

 

 

行事名 愛媛県 IT 推進協会平成 21年度 総会 記念講演会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/14 
場所 松山全日空ホテル 

① 愛媛県 IT 推進協会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.ne.jp 

【内 容】 

協会会員をはじめ、広く一般の方を対

象に、地域情報化の現状や地上放送の

デジタル化に向けての講演を行いま

す。 

 

主催 愛媛県 IT 推進協会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

 

行事名 地上デジタル放送の受信検証と公開 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/15～6/15 
場所 内子町各地 

① NPO 凧ネット 

② 0893-59-2132  

③ info@ikazaki.ne.jp 

【内 容】 

「地上デジタル放送」も電波受信可能

な場所やまた機器など高齢者や知識

弱者などに検証をして訴える。 

 

主催 NPO 凧ネット 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.ikazaki.ne.jp  

 

行事名 (NPO)ホームページで動画の配信を 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/15,16 
場所 未定 

① NPO ぶうしすてむ 

② 089-923-5002  

③ staff@busystem.jp 

【内 容】 

動画を用いたWeb サイトの作成 

 

 

 

主催 NPO ぶうしすてむ 

④ 1,000 円 

ホームページアドレス http://www.busystem.jp  

 

 

 

 

 



行事名 2009IT フォーラム 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/17 
場所 桜井石風呂 IT ルーム 

① NPO 今治センター 

② 0898-33-5566  

③ npo@fancy.ocn.ne.jp 

【内 容】 

ユビキタスネットワーク社会につい

て認識と理解を深める講演会を開催

します。また、機器を展示し、実際に

体験してもらいます。IT 初心者をボラ

ンティアサポートします。 

 

主催 NPO 今治センター 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www9.ocn.ne.jp/~npo/  

 

行事名 ラジコン新電波記念飛行会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/17 雨天予備日 5/24 
場所 愛媛県松山市  

重信川河川敷（交通公園上流

500m） 

① 松山ラジコンクラブ事務局 

   担当  本田 

② 090ー9133-5697  

③ honda_minoru3@yahoo.co.jp 

【内 容】 

ラジコン飛行機用の新電波割当てを

記念して、飛行会を開催します。有名

フライヤーによるデモフライト等、

2.4GHｚ帯電波の安全性を理解いた

だけます。 

 

主催 松山ラジコンクラブ 

④ 無料 

ホームページアドレス  

 

行事名 デジカメ講座 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/17 
場所 内子東自治センター2F 

① NPO 法人凧ネット 

② 0893-59-2132  

③ info@ikazaki.ne.jp 

【内 容】 

デジカメの扱い方・フリーソフトを使

って撮った画像を修正など 

 
主催 NPO 法人凧ネット 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.ikazaki.ne.jp  

 

行事名 テレコムサービス協会四国支部講演会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/22 
場所 愛媛 CATV 会議室 

① テレコムサービス協会四国支部 

（JA-LP ガス情報センター四国営業

所内） 

② 089-915-1013  

③ takechi_sin@ja-lp.co.jp 

【内 容】 

ネットワークの課題と地域活性化の

テーマで、講演を実施する。講演者は

東京と愛媛の講師を予定する。 

 
主催 テレコムサービス協会四国支部 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.telesa.or.jp  

 

行事名 地域を繋ぐ(高齢者ブログ作成会)の開催 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/23 
場所 新居浜テレコムプラザ 

① NPO 法人 e-えひめ 

② 090-5141-0716 

③ usami@e-ehime.hearts.ne.jp 

【内 容】 

ユビキタス社会に向かうと共に高齢

化が急進している現在、地域社会を

blog によってネットワークし、高齢者

の生きがいを増進する。 

 

主催 NPO 法人 e-えひめ 

④ 無料 

ホームページアドレス http://e-ehime.hearts.ne.jp  

 

 

 

 

 



行事名 ビジネスモデル(e-Learning システム)の研究開発 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/23 
場所 新居浜テレコムプラザ 

① NPO 法人 e-えひめ 

② 090-5141-0716 

③ usami@e-ehime.hearts.ne.jp 

【内 容】 

遠 隔 地 の 学 習 者 を 対 象 と し た

e-Learning システムにおけるビジネ

スモデルの研究開発 

 

 

主催 NPO 法人 e-えひめ 

④ 無料 

ホームページアドレス http://e-ehime.hearts.ne.jp  

 

行事名 情報通信月間講演会及び機器展示会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/23 
場所 新居浜テレコムプラザ（新居浜市）

① 情報通信月間にいはま実行委員会

（新居浜テレコムプラザ内） 

② 0897-33-5200  

③ telcom@dokidoki.ne.jp 

【内 容】 

マルチメディアについて、正しい認識

と理解を深め有効な活用法を知って

もらうため、講演会及び情報関連の最

新機器を展示し体験してもらう。 

 

主催 情報通信月間にいはま実行委員会

④ 無料 

ホームページアドレス  

 

行事名 2009IT ボランティア養成講習 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/24 
場所 デオデオ今治本店 

① Panos 

② 0898-32-7867  

③ info@panos.jp 

【内 容】 

地域の IT ボランティア養成・スキル

アップのための講習会を開催します。 

 
主催 Panos 

④ 無料 

ホームページアドレス http://panos.jp/  

 

行事名 シニアのためのパソコン楽しみ方講座 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/30 
場所 あまやま天赦苑 2階 PC教室 

① NPO アクティブボランティア 21 

② 089-941-8213  

③ active21@atomgroup.net 

【内 容】 

インターネットを体験し、マルチメデ

ィアの利活用による情報通信技術の

幅広い楽しみ方を紹介。 

 

主催 NPO アクティブボランティア 21 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.npo-activev21.or.jp/  

 

行事名 愛媛県庁ホームページ・アクセシビリティ支援講習会
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5 月下旬～6月上旬 
場所 愛媛県庁 

① 四国アクセシビリティセンター 

② 090-1007-3745（高市）  

③ ac@nagaya.gr.jp 

【内 容】 

愛媛県庁のホームページ担当者向け

にウェブアクセシビリティ講習会を

開催する 

 

主催 四国アクセシビリティセンター 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.nagaya.gr.jp/ac  

 

行事名 平成 21年度「電波の日・情報通信月間」記念式典 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/1 
場所 松山全日空ホテル 

① 四国総合通信局総務課 

② 089-936-5011  

③ shikoku-soumu@ml.soumu.go.jp 

【内 容】 

電波の日・情報通信月間を記念し、電

波利用分野及び情報通信分野の発展

に功績のあった個人及び団体に対し

て表彰を行う。 

 

主催 四国総合通信局 

四国情報通信協力会 

④ 無料 

ホームページアドレス  



 

 

 

 

事名 えひめ IT フェア 2009 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

地域からの情報通信の充実を図るこ

とを目的に、出展者の趣向を凝らした

展示により、様々な情報通信の利活用

を体験いただく展示会です。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

行事名 もっと知りたい!愛媛の地デジ 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

デジタルマドンナが、来場者の皆様に

地上デジタル放送を PRします。 

 
主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

行事名 えひめ IT フェア 2009 セミナー 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

来場者を対象に、IT 関連の最新情報に

関するセミナーを開催します。 

 
主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it  

行事名 
愛媛における ICT 企業育成，人材育成についてのパネ
ルディスカッション 

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

「愛媛の情報通信 未来への歩み」

「ICT 産業と人財の地域への集積」を

テーマにパネルディスカッションを

実施。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

行事名 
「2009 年 早めにご準備！愛媛の地デジ」地上デジタ
ル放送受信相談コーナー 

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① 四国総合通信局放送課 

② 089-936-5080  

③ Shikoku-dtv@soumu.go.jp 

【内 容】 

会場内で受信した地上デジタル放送

を御覧いただきながら地上デジタル

放送のメリット、受信方法等を説明

し、視聴者への相談対応を行います。 

 

主催 愛媛地上デジタル放送推進協議会

四国情報通信懇談会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/digi_tv/index.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事名 
情報通信月間 四国情報通信懇談会 松山情報通信セ
ミナー 

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12 
場所 アイテムえひめ 

① 四国情報通信懇談会 

② 089-936-5061  

③ yonjokon@nifty.com 

【内 容】 

えひめ IT フェアの開催に併せ、一般

の方々にICTについての理解を深めて

いただけるテーマを策定し、セミナー

を開催いたします。 

 

主催 四国情報通信懇談会 

四国総合通信局 

④ 無料 

ホームページアドレス http://homepage3.nifty.com/yonjokon/  

行事名 地域コンテンツ利活用 調査研究報告会 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12 
場所 アイテムえひめ 

① 四国総合通信局情報通信振興課 

② 089-936-5061  

③ shikoku-jouhou@soumu.go.jp 

【内 容】 

地域コンテンツの利活用の仕組みづ

くりを行うことで、地域づくり・人づ

くりを目指す。調査結果に基づく仕組

みづくりの提案を含めた報告会を実

施。 

 

主催 四国総合通信局 

四国情報通信懇談会 

四国コンテンツ連携推進会議 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/con-shikoku/index.html 

行事名 オール電化を実体感しよう！！ 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

オール電化のデモ用キッチンを設置。

実際に料理し、試食して来場者の皆様

に楽しんでいただく。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

行事名 えひめの固定・移動通信の 10年の歩み 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

10 年間の IT の進歩を、インターネッ

ト接続の速度比較体験、携帯電話の小

型化等、実感できる展示を行う。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

行事名 10 周年記念 公募型懸賞募集 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

来場者に IT に関した川柳（IT 川柳）

を会場内で応募していただき、実行委

員会等が選者となり、優秀者に商品を

提供します。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事名 あなたの健康を測りましょう 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

検診のプロフェッショナルが来場し、

ブース内で血圧・握力を測定する等の

健康チェックを行います。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

行事名 コンピューターでゲームや占いを楽しもう！！ 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12,13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

来場者を対象とし、大型映像によるコ

ンピューターゲームやコンピュータ

ーゲーム占いで楽しんでもらいます。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/   

行事名 ロボットがやってくる！！ 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/13 
場所 アイテムえひめ 

① えひめ IT フェア実行委員会 

② 089-911-1640  

③ itkyokai@iris.ocn.co.jp 

【内 容】 

工業高校の学生が製作したロボット

をフェア会場でデモンストレーショ

ンし、特に子供達に楽しんでもらいま

す。 

 

主催 えひめ IT フェア実行委員会 

情報通信月間推進協議会 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dpc-net.co.jp/it/  

行事名 最新電波監視車配備! 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/12.13 
場所 アイテムえひめ 

① 四国総合通信局監視調査課 

② 089-936-5051  

③ shikoku-kanshi@soumu.go.jp 

【内 容】 

四国総合通信局が配備した最新の不

法無線局探索車 DEURAS-M4 を展示

します。 

 

主催 四国総合通信局 

④ 無料 

ホームページアドレス  

行事名 キャンパス IT 体験会 2009 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/13（予定） 
場所 愛媛大学総合情報メディアセンタ

ー 

① 愛媛大学総合情報メディアセンター

② 089-927-8950  

③ kikukawa@stu.ehime-u.ac.jp 

【内 容】 

e-ラーニングを用いて理数科教育・情

報科学教育等を高校生に体験しても

らい，キャンパス IT 化による新しい

教育の可能性を探る。 

 

主催 愛媛大学総合情報メディアセンタ

ー 

④ 無料 

ホームページアドレス  



 

高知県開催 

 

 

四国管内開催 

行事名 
起愛塾：ライブ講座 「えひめアグリフォーラム」
松山・東京 通信ネットを活用しての交流フォーラム

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/14 
場所 松山大学 松山大学東京事務所 

 NPO 法人 起愛塾 

② 03-6303-3577  

③ nasu@e-supporters.co.jp 

【内 容】 

愛媛県内の第一次産業従事者と関東

在住の愛媛県出身者のユーターン移

住希望者・県外出身者のアイターン移

住希望者の交流を通信ネットワーク

を用いてライブで実施する 

 

主催 NPO 法人 起愛塾（主催）    

松山大学（後援）        

こせがれネットワーク（後援） 
④ 無料 

ホームページアドレス  

行事名 高齢者パソコン教室（初心者コース） 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/19～22,26～29,6/2～5 の計

12日間 
場所 高知県立ふくし交流プラザ 

① 高知県社会福祉協議会 地域・いき

がい課 

② 088（844）9054  

③ miwako-uotani@pippikochi.or.jp 

【内 容】 

パソコンに全く触れたことのない高

齢者を対象に、基本操作から文書作

成、インターネット、電子メールまで

を学ぶ 

 

主催 （社福）高知県社会福祉協議会 

④ 受講料 20,000 円 

ホームページアドレス  

行事名 社会人対象の情報スキルアップ講座 
①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 6/6 
場所 高知高専・情報処理センター 

① （独）高知工業高等専門学校 

② 088-864-5602 内線 602 

③ kikaku@jm.kochi-ct.ac.jp 

【内 容】 

四国情報通信月間行事、高知 CAN フ

ォーラム共催で、一般社会人を対象と

してインターネットを活用する技術

をスキルアップするための各種講習

を行います。 

 

主催 高知高専 

高知 CANフォーラム 

④ 無料 

ホームページアドレス http://www.kochi-ct.ac.jp/  

行事名 
情報通信月間 四国情報通信懇談会 高知情報通信セ
ミナー 

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 7 月上旬 
場所 高知会館 

① 四国情報通信懇談会 

② 089-936-5061  

③ yonjokon@nifty.com 

【内 容】 

広く一般の方々を対象にユビキタス

ネットワークや、ICT の利活用につい

て理解を深めていただくためにセミ

ナーを開催いたします。 

 

主催 四国情報通信懇談会 

四国総合通信局 

④ 無料 

ホームページアドレス http://homepage3.nifty.com/yonjokon/  

行事名 
情報通信月間特別記念アマチュア無線局開設・運用と
資料展示 

①問合せ先         ②電話 

③e-mail アドレス  ④入場料 

日程 5/１5～6/15 
場所 四国内イベント会場など 

① (社)日本アマチュア無線連盟四国地

方本部  稲毛 章 

② 0877-86-3266  

③  

【内 容】 

アマチュア無線特別記念局を開設・運

用して情報通信月間を広く周知する

とともに、四国内のアマチュア無線の

啓蒙並びに活性化を図ります 

 

主催 (社)日本アマチュア無線連盟四国

地方本部 

④ 無料 

ホームページアドレス  




