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平成 25 年度 情報通信月間参加行事一覧表

問合せ先等：①団体名  ②電話  ③e-mail アドレス  ④入場料

№ 

行事名 日程 開催場所 内  容 主  催 備  考 
行事ｺｰﾄﾞ 

整備エリア内での情報通信 ①由布市

（パソコンやタブレット）教 ②097-582-1111  222
由布市湯布院町 室を行い、身近に感じてもら ③seisaku@city.yufu.oita.jp由布市 

情報通信教室 未定 う ④無料大分ケーブルテレコム(株) 
＜Jc15M＞ （由布市） 

http://www.city.yufu.oita.
jp/ 

情報化に関する講演会を開催 ①佐賀県高度情報化推進協議会

します。 ②0952-25-7035  1795
佐賀市 

5/15～ ③ship@po.saganet.ne.jp
情報化講演会 佐賀県高度情報化推進協議会 

6/15 http://www.sagakojokyo.jp/ ④無料
＜Jc17M＞ （佐賀市） main/ 

北九州市児童文化会館におい ①福岡県電波適正利用推進員協議会

て電波教室を開催し小学生 ②093-613-8293
北九州市児童文化会館 （高学年）を対象に電波の正 ③ 北九州市で開催の「電波教 5/15～

しい利用の必要性等の周知啓 福岡県電波適正利用推進員協議会 ④ 室」 6/15 
（北九州市） 発を行う。 ＜Jc26M＞ 

災害に強い街づくり、地域が ①九州総合通信局情報通信部

複合的に抱える諸課題を解決 情通信連携推進課
ひまわり荘 し、経済の活性化・雇用の創 ②096-326-7316

ICT を活用した新しい街づ 九州総合通信局 
6/26 出を最先端の ICT パッケージ ③renk@ml.soumu.go.jp

くりセミナー 宮崎県 
（宮崎市） の実社会への適用を探ること ④無料

＜Jc11M＞ 
を目的に開催します。 

当社ﾛﾋﾞｰにｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境を整 ①㈱ケーブルテレビジョン島原

備､無線ルータを設置し、ipad ②0957-63-3456㈱ケーブルテレビジ
･高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ体験コーナー 等の利活用体験をしてもら ③hide@shimabara.jp5/15～ ョン島原 ロビー 
･WiFi を使ったﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 う｡同時に､120M ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞ ㈱ケーブルテレビジョン島原 ④無料6/15 
体験ｺｰﾅｰ ｽ体験コーナーを設置する｡ （長崎県島原市） 
＜Jc08M＞ 

パソコン・インターネット初 ①総務部情報政策課

心者を対象に、パソコンの基 ②0942-30-9060城島働く女性の家， 
５月中旬 礎知識、操作、インターネッ ③jimukan@city.kurume.fukuoka.jp情報通信を活用したパソコ 三潴公民館 

～ 久留米市 トへの情報発信までを学ぶた ④教材費 1,000 円～4,000 円程度ン教室 
６月中旬 めの教室等を開催します。 ＜Jc10M＞ （久留米市） 

「佐賀大学の授業を受けてみ ①佐賀県電波適正利用推進員協議会

よう」という講座に併せ電波 ②0954-23-4886
佐賀大学付属中学校 

佐賀大学付属中学校での 5/15～ 教室を開催し中学生を対象に ③cdc@cb.wakwak.com
佐賀県電波適正利用推進員協議会 

「電波教室」 6/15 電波の正しい利用の必要性等 ④ 
（佐賀市） 

＜Jc27M＞ の周知啓発を行う。 

志布志市光ファイバー網（し ①情報管理課 地域情報係

ぶし志ネット）に関する見学、 ②099-474-1111  322323

志布志市情報センター デモ展示会等を行う予定で ③
「見て・触れてみよう」し す。 志布志市役所 tiikizyouhou@city.shibushi.lg.jp5/18 予定 
ぶし志ネット【仮称】 ＢＴＶケーブルテレビ（株） 

（志布志市） ④無料
＜Jc01M＞ http://www.city.shibushi.l

g.jp/ 

パソコン初心者・インターネ ①球磨村役場 総務企画課
①神瀬多目的施設、

ット初心者を対象に、パソコ ②0966-32-1138
②渡多目的施設、

①5/21 ンの基礎知識や基本操作、イ ③kikaku@vill.kuma.lg.jp
ゼロからはじめるインター ③ふるさと振興

②5/22 ンターネットの利活用方法な 球磨村 ④無料
ネット教室 センター

③5/23 どを学ぶための教室を開催し
＜Jc22M＞ 

ます。 
（熊本県球磨村） 

電気通信事業分野における個 ①九州総合通信局電気通信事業課
八重洲博多ビル１１F 人情報保護に関する現状と課 ②096-326-7824

九州総合通信局 
電気通信分野における個人 ホール A 題についてセミナーを開催し ③jigyo7824＠soumu.go.jp

5/22 （一財）日本データ通信協会 
情報保護セミナー ます。 ④無料

（一社）テレコムサービス協会 
＜Jc02M＞ （福岡市） 

004695
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行事ｺｰﾄﾞ 

防災関係機関、地方公共団体 ①九州地方非常通信協議会

等の職員等に対して、非常時 ②096-326-7853

の情報伝達手段のあり方等に ③h-hijyo@soumu.go.jp
ＫＫＲホテル熊本 九州総合通信局 

ついて、より一層の理解を深 ④無料
非常通信セミナー 5/23 九州地方非常通信協議会 

める講演会を開催します。 
＜Jb02M＞ （熊本市） (一社)九州テレコム振興センター 

http://www.soumu.go.jp/sou

tsu/kyushu/ 

多地点の会場を超高速光ブロ ①（一社）九州テレコム振興センター

ードバンド回線で結び、参加 ②096-322-0120
「わいわいｋｉｄ’ｓ 2013 ＮＴＴ西日本熊本支店 

5 月下旬 者が IT を活用した遠隔コミ （一社）九州テレコム振興センター ③kazuto.yamanaka<@>kiai.gr.jp
～”光”ブロードバンドを 及び他支店 

～ ュニケーションを行うことに ＮＴＴ西日本熊本支店 ④無料
活用した遠隔コミュニケー

6月下旬 より情報発信の楽しさを体感 情報通信月間推進協議会 
ション～」（仮称） （熊本市） 

してもらう。 
＜Jc24M＞ 

教育現場での ICT 活用に携わ ①九州 ICT 教育支援協議会

る関係者によるフォーラム。 ②096-285-8565

民間による ICT 活用支援やタ ③contact@kyusyu-edu-ict.com
天神クリスタルビル 

教育への ICT 活用を考える ブレットなど新しい機器の活 ④500 円
5/25 九州 ICT 教育支援協議会 

研究会 用、情報モラル教育などの実
（福岡市） 

＜Jc03M＞ 践広告を行う。 

http://kyusyu-edu-ict.com/

平成２４年度日本ケーブルテ ①日本ケーブルテレビ連盟九州支部

ホテル レビ連盟九州支部会員が制作 ②0955-73-5460

ケーブルテレビ九州番組コ ニューオータニ博多 した自主制作番組を公募す ③kosugi@k-people.jp
5/29 日本ケーブルテレビ連盟九州支部 

ンクール２０１３ る。応募された番組を審査し ④無料

＜Jc28M＞ （福岡市） 受賞作品を表彰する。 

東日本大震災での教訓や将来 ①九州総合通信局防災対策推進室

起こりうる南海トラフ巨大地 ②096-326-7334

震に備え、最新の ICT を活用 ③bts-kyushu@soumu.go.jp
大分県庁内会議室 

南海トラフ巨大地震に備え した防災・減災対策について 九州総合通信局 ④無料
5/30 

た防災情報通信セミナー 講演を開催します。 大分県 
（大分市） 

＜Jc04M＞ 

http://www.soumu.go.jp/sou

tsu/kyushu/ 

パソコンやiPad等ICT機器の ①武雄市

取扱等の基礎的な講座。 ②0954-23-9121
武雄市文化会館 

5/30 ③info<@>city.takeo.lg.jp
武雄市 ICT 寺子屋 武雄市 

（予定) https://www.facebook.com/t ④無料
＜Jc25M＞ （武雄市） 

akeocity 

豊後大野市ケーブルテレビの ①豊後大野市情報推進課

豊後大野市役所 仕組みとサービスを体験。最 ②0974-22-1001
体験！ 

市民ロビー 新の情報通信機器の展示、イ ③d102030@bungo-ohno.jp
ぶんごおおのケーブルテレ 6/1 豊後大野市 

ンターネット利活用の相談も ④無料
ビ 

（豊後大野市） 行う。 
＜Jc19M＞ 

http://www.bungo-ohno.jp/

電波の日・情報通信月間を記 ①九州電波協力会事務局

念し、電気通信の発展・普及 ②096-322-0120
ホテル日航熊本 

平成 25 年度電波の日・情報 に貢献された個人・団体の表 九州総合通信局 ③jim@kiai.gr.jp
6/3 

通信月間記念式典 彰等を行います。 九州電波協力会 ④無料
（熊本市） 

＜Ja01M＞ 

http://www.kiai.gr.jp/ 

ケーブルテレビ・インターネ ①南九州ケーブルテレビネット株式

ット利用者、未利用者からの 会社
イオン隼人国分店 

ケーブルテレビ・インター 相談を受け付け、利用促進を ②0995-43-0113
6/8 南九州ケーブルテレビネット㈱ 

ネットなんでも相談会 図る ③info@po.mct.ne.jp
（霧島市隼人町） 

＜Jc20M＞ ④無料

http://www.mct.jp/ 

ケーブルテレビ・光インター ①天草ケーブルネットワーク㈱

ネットの利活用の説明会 ②0969-22-1311
開局記念。ケーブルテレ ユメマート松島店 

③acn@a.acn-tv.ne.jp
ビ・光インターネット体験 6/9 天草ケーブルネットワーク㈱ 

④無料
相談会 （熊本県上天草市） 

＜Jc21L＞ 
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はんだごてなどを使い、防災 ①北九州市立児童文化科学館 事業係

ラジオを組み立てます。 ②093-671-4566
児童文化科学館 

③
防災ラジオ組み立て教室 6/9 北九州市立児童文化科学館 

http://www.city.kitakyushu noriyuki_kasai01@city.kitakyus
＜Jc23M＞ （福岡県北九州市） 

.lg.jp/shisetsu/menu0 hu.lg.jp 

④５００円

新しい公共として期待されて ①モバイルネットワーク研究所

いる NPO の活動に不可欠な情 ②050-3639-9334

あいぽーと 報発信について、セミナー、 ③info@moneken.jp
ＮＰＯ活動をサポートする

6/23 事例発表及び地域情報化 NPO 地域情報化 NPO 等くまもと連絡会 ④無料
情報発信セミナー（仮） 

（熊本市） によるポスターセッションな
＜Jc09M＞ 

ど実施します。 

ホワイトスペースの最新の技 ①九州総合通信局

術動向及び利活用についての 無線通信部 企画調整課
天神チクモク 

ホワイトスペース利活用セ 講演会等を開催します。 九州総合通信局 ②096326-7891
6/4  

ミナー２０１３ （一社）九州テレコム振興センター ③kikaku-q@soumu.go.jp
（福岡市中央区） 

＜Jc07M＞ http://www.soumu.go.jp/sou ④無料

tsu/kyushu/ 

インターネット、スマートフ ①佐賀県高度情報化推進協議会

ォン、 ②0952-25-7035  1795

タブレット端末の利活用をは ③ship@po.saganet.ne.jp
佐賀県内 

じめ、県民のＩＣＴ利活用を ④無料
情報化セミナー ６月下旬 佐賀県高度情報化推進協議会 

推進するセミナー 
＜Jc18M＞ （佐賀県内） 

http://www.sagakojokyo.jp/

main/ 

電波の安全性に不安を持つ ①九州総合通信局電波監理部

方々に対して、電波の安全性 電波利用環境課

KKR ホテル熊本 に関するリテラシーの向上や ②096-312-8255

電波の安全性説明会 6/26  不安の解消を目的に、無線工 九州総合通信局 ③kyusyu-kankyo@ml.soumu.go.jp

＜Jc06M＞ （熊本市） 学、医学等の専門家等を講師 ④無料

に招き説明会を開催します。

商工会会員向けに、Ｕｓｔｒ ①湯前町商工会

ｅａｍ映像配信を実際に体験 ②0966-43-3333

していただきます。 ③yunomae@lime.ocn.ne.jp

湯前町まんが美術館 地方におけるメディアの利活 ④無料

Ustream 活用によるローカ パソコン教室 用について学ぶことで、地域
6月 湯前町商工会 

ルメディア発信について の情報発信力向上を図りま

＜Jc13M＞ （球磨郡湯前町） す。 

http://www.yunomae-shoko.c

om/ 

西米良村のＦＴＴＨサービス ①（一社）九州テレコム振興センター

開始に合わせて、インターネ （ＫＩＡＩ） 

西米良村 ットを体験できる機会を設 ②096-322-0120

ＩＣＴ利活用推進イベント 6月 け、村内のＩＣＴ利活用の機 （一社）九州テレコム振興センター ③jim@kiai.gr.jp

＜Jc12M＞ （西米良村） 運を高めます。 ④無料

http://www.kiai.gr.jp 

臨時災害放送局に関するセミ ①九州総合通信局放送部放送課

宮崎市民プラザ ナーを開催します。同時に機 九州総合通信局 ②096-326-7874

「ギャラリー」 器の展示を行います。 九州電波協力会 ③h-hoso@ml.soumu.go.jp
臨時災害放送局セミナー 6/12 

（一社）日本コミュニティ放送協会 ④無料
＜Jc05M＞ 

（宮崎市） http://www.soumu.go.jp/sou 九州地区協議会 

tsu/kyushu/ 

SCOPEの平成24年度に実施し ①九州総合通信局情報通信部

た地域 ICT 振興型研究開発課 情報通信連携推進課 
未定 

平成25年度戦略的情報通信 題等の研究成果の発表(継 ②096-326-7319
九州総合通信局 

研究開発推進制度(SCOPE) ７月上旬 続・終了)及び研究者や各地域 ③renk@ml.soumu.go.jp
（熊本市又は福岡市） （一社）九州テレコム振興センター 

研究発表会 のＩＣＴ関係者の情報提供・ ④ 

＜Jb01M＞ 意見交換を行います。 

ケーブルテレビ・光インター ①天草ケーブルネットワーク㈱

大夜市 ケーブルテレビ・ ネットの利活用の説明会。 ②0969-22-1311
本渡中央商店街周辺 

光インターネット体験相談 ③acn@a.acn-tv.ne.jp
7/20 本渡中央商店街振興組合 

会 ④無料
（熊本県天草市） 

＜Jc29M＞ 




