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平成２４年度情報通信月間参加行事(開催日程順)

NO 行事名 内容 日程 場所 主催

1
NTT西日本モデルオフィス
「クラウドフェア」

ＮＴＴ西日本グループ では初のクラウド
体験型ショールームとして、ＮＴＴ西日
本の提供するクラウド商材に加え、研
究所の開発した技術を展示する。

４日１日～７月３１日
NTT西日本モデルオ
フィス名古屋会場

西日本電信電話株式会社名古
屋支店

2
情報通信月間啓発ＣＭのオ
ンエアー

情報通信月間を広く市民に啓発し地域
に根ざすコミュニティ放送局を周知す
る。

５月１５日～６月１５
日

東海地区２３局のコ
ミュニティ放送局

ＪＣＢＡ東海地区協議会

3
ブロードバンドインターネッ
ト講座

地域の方々にブロードバンドインター
ネットの利用方法や活用方法を理解・
認知していただき、実際に体験するこ
とで利便性も実感していただく。

５月２０日、５月２１
日、５月２４日

株式会社キャッチ
ネットワーク社屋、西
尾商工会議所

株式会社キャッチネットワーク

4
「自治体クラウド ブリーフィ
ングセッション」～プラット
フォーム、ＢＣＰの展開～

自治体クラウドを進めるにあたって注
意すべき点、整理しなければならない
課題等について、名工大 岩田彰教授
のコーディネートで、よりわかりやすく、
意見交換を行う。

５月１６日
名古屋工業大学 情
報基盤センター 講
義室

東海総合通信局、東海情報通
信懇談会

5
第２１回中部放送技術
フォーラム

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す
る。

５月１６日、５月１７
日

NHK名古屋放送局 中部放送技術フォーラム協議会

6 インターネット講座の開講

これからインターネットを楽しみたいと
いう地域のご年配者や主婦の方々に
インターネットの利用方法や利便性な
ど、講座を通じて実感体感していただ
く。

５月１６日、５月２６
日、６月７日

メディアス、アイサン
スポーツセンター、あ
すあろ舎

知多メディアスネットワーク株式
会社

7
ＣＣＮｅｔ　中部ケーブルネッ
トワーク　なんでも相談会

ケーブルテレビを活用したデジアナ変
換に理解を深めて、インターネットのお
困りごとを解消するなど、多くの方に利
便性の高い相談会を行う。

5月19日、5月20日、
5月26日、5月27日、
6月2日、6月3日、6
月9日、6月10日

サービスエリア内の
量販店等

中部ケーブルネットワーク株式
会社

8
ケーブルテレビイン名古屋
２０１２

ケーブルテレビ業界が今後取り組むべ
き課題と、今後のあり方について、ス
マートＴＶの最新動向も踏まえつつ展
望する。

５月２２日 ヒルトン名古屋

日本ケーブルテレビ懇話会〔社
団法人日本ケーブルテレビ連盟
東海支部、社団法人日本CATV
技術協会中部支部〕、東海情報
通信懇談会

9
第１０回情報通信機材展
「情報通信フェア２０１２」

先進のＩＰコミュニケーション環境を実
現する情報通信機器の最新技術を「見
て・聞いて・触れて・体験して」いただく
ための展示及び情報通信関連講演
会・セミナーの開催。

５月２２日、５月２３
日

愛知県産業労働セン
ター　ウインクあいち

社団法人情報通信設備協会東
海地方本部

10
情報通信フロンティアセミ
ナーin静岡

ＩＣＴ技術を活用したオンデマンド交通
システムの仕組みについて、開発に
至った経緯やシステム概要と地域での
活用事例を紹介する。

５月２５日
静岡県男女共同参
画センターあざれあ

東海情報通信懇談会、東海情
報通信懇談会静岡地区連絡
会、東海総合通信局

11
社会基盤としての電波の重
要性の周知啓発活動

「電波の日」を前に、秩序ある電波利
用が必要とするキャンペーンを実施す
る。

５月２６日、５月２７
日

静岡市、浜松市
静岡県電波適正利用推進協議
会

12
ケーブルテレビ・ケーブルイ
ンターネットフェア

ケーブルテレビを活用したデジアナ変
換に理解を深めて、インターネットのお
困りごとを解消するなど、多くの方に利
便性の高い相談会を行います。

５月２６日、５月２７
日

豊川市野球場内特
設ブース「おいでん
祭会場」

中部ケーブルネットワーク株式
会社　豊川局
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13
ケーブルテレビ［ティーズ］
体験会

高齢者の方や節約志向の方へ経済的
に負担の少ないインターネットサービス
の相談を受付けます。また災害時にお
ける弊社のサービスについても説明し
ます。

５月１９日、５月２０
日

バロー豊橋店
豊橋ケーブルネットワーク株式
会社

14
ケーブルテレビ・ケーブルイ
ンターネット体験フェア

ケーブルテレビのデジタル放送サービ
ス、CATVインターネットサービスを紹
介するとともに実際に体験していただ
く。

５月１９日、５月２０
日

イトーヨーカドー浜松
宮竹店

浜松ケーブルテレビ株式会社

15
平成２４年度「電波の日・情
報通信月間」記念式典

「電波の日・情報通信月間」を記念し、
式典を挙行して電気通信に貢献寄与さ
れた方々を表彰する。

６月１日
ウェスティンナゴヤ
キャッスル

東海総合通信局、東海電気通
信協力会

16 パソコン何でも相談会
3店舗にてパソコンに関する相談会を
実施。ご来店いただいた方のご相談を
店舗にて個々に対応する。

６月９日、６月１０日
ひまわりネットワーク
株式会社　若草店、
神田店、長久手店

ひまわりネットワーク株式会社

17
桶狭間古戦場まつり ＣＣＮ
ｅｔブース出展

ケーブルテレビを活用したデジアナ変
換に理解を深めて、インターネットのお
困りごとを解消するなど、多くの方に利
便性の高い相談会を行う。

６月３日
「桶狭間古戦場まつ
り」会場

中部ケーブルネットワーク株式
会社(桶狭間古戦場まつり実行
委員会)

18
ちびっ子電波体験教室２０
１２

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
ゲームを行う。災害発生時に活躍する
アマチュア無線によるインターネット接
続も行う。

６月３日
東谷山フルーツパー
ク

一般社団法人日本アマチュア無
線連盟愛知県支部

19 電気通信事業者セミナー

電気通信事業者を対象として、「個人
情報保護の取組みと課題」「業界動
向」等に関する講演を行い、事業者の
啓発を図る。

６月８日
愛知県産業労働セン
ター　ウインクあいち
12階 1203会議室

東海総合通信局、財団法人日
本データ通信協会

20 情報通信体験アラカルト

情報通信に関する機器を実際に展示
し通信の楽しさや便利性を体験する。
子供向け電子工作やアマチュア無線を
利用した技術の紹介など。

６月１０日 イオンモール鈴鹿
一般社団法人日本アマチュア無
線連盟三重県支部

21
ITS（高度道路交通システ
ム）あいち県民フォーラム２
０１２

ITSの現状と今後の展望を県民に分か
りやすく知ってもらうためのシンポジウ
ムを開催する。

６月１日
名古屋市商工会議
所ビル

愛知県ITS推進協議会

22 情報通信セミナー２０１２
日本の優れたICTをグローバル展開す
るための方策等についてセミナーを開
催する。

６月４日
ホテル名古屋ガーデ
ンパレス

東海情報通信懇談会、東海総
合通信局、東海電気通信協力
会

23
教育分野におけるＩＣＴ利活
用シンポジウム

教育分野でのＩＣＴ利活用について、教
育現場では様々な取り組みが行われ
ていることから、その現状と今後の展
望について、展示を含めた講演会を開
催する。

６月１５日
愛知県産業労働セン
ター　ウインクあいち

東海総合通信局、東海情報通
信懇談会

24
マルチメディアＩＣＴオープン
コミュニケーション講演会

既存電話、テレビ電話、ソフトホン等の
映像･音声･データをＩＣＴで企業間･部
門間のオープンコミュニケーションシが
できる新しいステムの普及を図る。

６月１４日
愛知県産業労働セン
ター　ウインクあいち

地域ＩＣＴプラットホーム

25
スマートフォンDeveloper's
セミナー　ｉｎ　Summer　２０
１２

東海エリアのエンジニアの技術の向上
を図るスキルアップセミナー。
CSS3/Canvas/SVG/Javascriptを組み
合わせた描画とアニメーション記述な
ど。

６月３０日
名古屋プライムセン
トラルガーデン

株式会社パソナテック
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26
２０１２自治体ソリューション
セミナー中部

地方自治体職員を対象としたセミ
ナー。地方自治体が今後取り組むべき
課題とその対処法について、講演や機
器展示により情報提供を行う。

７月１８日 ＮＥＣ中部ビル
株式会社自治日報社、ＮＥＣ東
海支社
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