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平成２５年度

情報通信月間　参加行事一覧表
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。

最新情報は右記URLをご参照下さい。葛http://www.jtgkn.com

問合せ先等：①団体名　②電話番号　③e-mailアドレス　④入場料　

行事名
<行事コード>

シニア情報生活アドバイザー資
格更新講習

c07M＞＜B

日程 開催場所 内容 主催 問合せ先等

4/10
～
6/15

仙台市台原老人福
祉センター
（仙台市）

広くシニア世代のICTリテラシーの向上のた
めの資格であるシニア情報生活アドバイザー
資格の更新時期到来者を対象に継続手続きと
必要な新知識の講義を行う。
http://www.sendai-snc.net/

特定非営利活動法人　
仙台シニアネットクラ
ブ

①仙台シニアネットクラブ
②022　395　7921
③ssnc01@ybb.ne.jp
④無料

パソコン初心者に対する無料相
談会

c06M＞＜B

4/10
～
6/15

仙台市台原老人福
祉センター・仙台
市シルバーセン
ター
（仙台市）

パソコン初心者に対する、操作の仕方や持参
PCでのソフトの質問、設定の詳細などに個
別に対応する。
http://www.sendai-snc.net/

特定非営利活動法人　
仙台シニアネットクラ
ブ

①仙台シニアネットクラブ
②022　395　7921
③ssnc01@ybb.ne.jp
④無料

東北情報通信懇談会　平成2
年度通常総会　講演会

b02M＞

5

＜B
5/23

江陽グランドホテ
ル
（仙台市）

ICTに関連した講演会を開催し、分かりやす
く解説を頂きます。

東北情報通信懇談会
情報通信月間推進協議
会

①東北情報通信懇談会事務局
②022　215　7604
③info@mercato.gr.jp
④無料

東北地方非常通信協議会　平成
25年度定期総会　講演会

c08M＞＜B

＜B

5/29 KKRホテル仙台
（仙台市）

東北地方非常通信協議会の構成員を対象に、
非常通信に関する講演会を開催します。

東北地方非常通信協議
会

①東北地方非常通信協議会
②022　221　2566
③hijyokyo-toh@ml.soumu.go.jp
④無料

平成25年度「電波の日・情報
通信月間」記念式典

a01M＞
6/3

江陽グランドホテ
ル
（仙台市）

東北管内の情報通信、放送関係者が一堂に集
い、今後の情報通信、放送分野の一層の普
及・発展を祈念すると共に、同分野で功績の
あった方々への表彰を行う。

東北総合通信局
東北電気通信協力会

①東北電気通信協力会
②022　363　1322

＜B
情報通信月間特別講演会

c03M＞ 6月上旬 福島市内
（福島市）

ICTに関する最新情勢や情報通信関連施策に
関する今後の動向をテーマとした講演会を開
催する。
http://www.fukushima-koudo.jp/

福島県高度情報化推進
協議会
福島県

①福島県高度情報化推進協議会
②024　521　7134
③idei_takayasu_01@pref.fukushima.lg.jp
④無料

いわてICTフェア2013
b01M＞＜B 6/7

アイーナ
（岩手県民情報交
流センター）
アイーナホール
（盛岡市）

東日本大震災津波からの復興や地域活性化に
役立つICTの利活用について、最新技術や製
品を見て・触って・体験できる展示会及びセ
ミナーを開催します。

いわてICTフェア実行委
員会
東北情報通信懇談会
情報通信月間推進協議会
岩手県

①岩手県政策地域部地域振興室
②019　629　5313（内線：5312）
③AB0007@pref.iwate.jp
④無料

第16回秋田県高校ARDF大会
（アマチュア無線方向探索）

c02M＞＜B
6/8 秋田県立中央公園

（秋田市）

144メガ超短波帯で受信機を持って、電波の
探索を行う競技です。この競技を通して電波
の伝搬の様子を体験し、電波の性質を考え、
電波に慣れ親しみます。

秋田県高等学校文化連
盟自然科学部会無線部
（秋田県高文連）

①秋田県高文連自然科学部会
無線部

②0182　35　4033
③mitsuo_ys@yahoo.co.jp
④高校生1,000円

IT化普及促進講演会
c01M＞＜B 6/13 パレスへいあん

（仙台市）

各界の著名人やIT業界の第一線で活躍されて
いる方々を講師に迎え、広く県民にも呼びか
けてITの機運向上・啓蒙のための講演会を開
催する。
http://www.misa.or.jp

（一社）宮城県情報サー
ビス産業協会
東北情報通信懇談会

①（一社）宮城県情報サービス
産業協会

②022　217　3023
③misa@misa.or.jp
④無料

「いわてデジタルコンテンツ産
業育成プロジェクト」総会講演
会

c05M＞＜B

6/14
（予定）

盛岡市内
（盛岡市）

プロジェクト参加団体等を対象に、デジタル
コンテンツに関する講演会を開催する。
http://www.facebook.com/Iwate.DigiCon

いわてデジタルコンテ
ンツ産業育成プロジェ
クト
岩手県

①岩手県政策地域部政策推進室
②019　629　5508
③AA0001@pref.iwate.jp
④無料

（一社）ラジオコンソーシアム岩
手設立総会および記念講演会

c04M＞＜B
6/8 岩手県自治会館

（盛岡市）

岩手県内のラジオ局が持続可能で必要不可欠
なメディアとして役割を果たすための相互連
携と情報発信を目的とした法人設立総会と一
般市民向け記念講演会。

（一社）ラジオコンソー
シアム岩手

①事務局代行：（株）フロムい
わて

②019　601　5846
③info@fromiwate.com
④無料

（ICT推進セミナー
b04M＞＜B

6/19
または
6/20）

せんだいメディア
テーク
（仙台市）

地方公共団体の情報化担当職員等を対象に地
域課題の解決を図るためのICT利活用に関す
るセミナーを開催する。

東北総合通信局
東北情報通信懇談会
情報通信月間推進協議
会

①東北総合通信局情報通信部
　情報通信振興課
②022　221　7432
③sinkokikaku-toh@ml.soumu.go.jp

東北総合通信局
ICT推進フェア 2013 in 東北

b03M＞＜B
6/19～
6/20

せんだいメディア
テーク
（仙台市）

ICTに関する最新情勢や情報通信関連施策に
関する今後の動向をテーマとした講演会を開
催する。

東北情報通信懇談会
東北電気通信協力会
情報通信月間推進協議
会等

①東北情報通信懇談会事務局
②022　215　7604
③info@mercato.gr.jp
④無料

電気通信分野における我が国のブロードバン
電気通信事業分野の現状（仮
題）

d42L＞＜X
6/21

未定
（宮城県仙台市
（予定））

ド事情をグローバルな視点で現況分析をし、
今後の市場動向を分かり易く的確に説明する
講演会
http://www.zendenkyo.or.jp/

（一社）全日本電気通信
サービス取引協会

①（一社）全日本電気通信サー
ビス取引協会

②03　5401　5511
③zenden@fancy.ocn.ne.jp
④無料

東北総合通信局　情報通信部　情報通信連携推進課
〒980　8795　仙台市青葉区本町3　2　23　仙台第2合同庁舎

TEL　022　221　0609　FAX　022　221　0613　http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/
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