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平成２３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
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します。 

5/15
～6/15

東海地区２３局のコ
ミュニティ放送局

ＪＣＢＡ東海地区協議会 

2
第20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を行います。 

5/18 
5/19

NHK名古屋放送局4
階R-3スタジオ

中部放送技術フォーラム
協議会 

3
ブロードバンドインター
ネット講座の開催

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。 

5/19 
5/22 
6/10

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
高齢者のウェブ利用につ
いて

高齢者ウェブ利用実態・デジタルデバイドの解消を目
的に高齢者への配慮・指針設計などについて、調査後
の結果報告という形で講演します。 

5/20 ウィンクあいち
NPO法人ウェブリテラ
シー協会 

5
JEARNの会２０１１
「グローバルなコミュニ
ケーションの時代へ」

ICT利用の国際教育が教員／生徒をグローバルなコ
ミュニケーション時代へ導き、世界各国と絆を結びま
す。その実践発表と各種ワークショップ。iEARN世界会
議台湾開催地とのテレビ会議を実施します。 

5/21
JICA中部　２F　セミ
ナー室A

NPO法人グローバルプロ
ジェクト推進機構 
JEARN 

6
地上デジタル放送受信機
器展示と受信相談会

地上デジタル放送への完全移行を直前に地上デジタ
ル放送受信機器の展示と地上デジタル受信相談会を
行います。 
http://www.maspro.co.jp 

5/21 
5/22

ナゴヤハウジングセ
ンター日進梅森会場

マスプロ電工（株） 

7
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」を前にして秩序ある電波利用が必要とす
るキャンペーンを実施します。

5/21、 5/22
(浜松市)
5/28、 5/29
（静岡市）

浜松市中区旭町（JR
北口）、静岡市葵区
呉服町通り及び青
葉通り

静岡県電波適正利用推
進協議会 

8
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。

①5/22、5/27、
6/4、 6/12 

②6/8 
③5/31

①知多メディアス②
東浦文化センター ③
愛三スポーツセン
ター

知多メディアスネットワー
ク株式会社 

9
ケーブルテレビイン名古
屋　 2011

7/24の地デジ完全移行まで残り約2か月となりました。
地デジ化の現状、ポスト地デジ、ケーブルテレビ業界
の今後の展望などについて関係者を対象に講演会を
開催します。 

5/26 ヒルトン名古屋

（社）日本ケーブルテレビ
連盟東海支部、（社）日
本ＣＡＴＶ技術協会中部
支部、東海情報通信懇
談会 

10
ケーブルテレビ・ケーブ
ルインターネットフェア

完全デジタル化まで、残り2ヶ月となり、ケーブルテレビ
を活用した受信対策やデジアナ変換サービスに理解
を深めていただくためのコーナーを設け相談会を行い
ます。 

5/28
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)　豊川局 

11
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
いただきます。 

5/28 
5/29

ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ浜北店 浜松ケーブルテレビ㈱ 

12
ケーブルテレビ［ティー
ズ］体験会

ケーブルテレビのデジタル放送、高速インターネットを
ご体験いただくとともに、アナログ終了対策や地デジ、
インターネットのご相談を受付けます。 

5/28 
5/29

イトーヨーカドー豊橋
店

豊橋ケーブルネットワー
ク（株） 

13
次世代の情報通信技術
（ＩＣＴ）を展望する講演会

次世代の情報通信技術（ＩＣＴ）への最新動向を展望す
る講演会を開催します。 

6/2
愛知県産業労働セ
ンター　ウインクあい
ち１００３号室

（社）情報通信設備協会
東海地方本部



No 行事名 内容 日程 場　所 主　催 

14 情報通信体験アラカルト
広く一般の方々に対して、情報通信に興味を持って頂
ける簡単な機器の紹介や体験教室を実施します｡また
アマチュア無線を利用した防災活動報告も行います。 

6/5

三重県多気郡明和
町　三重県斎宮歴史
博物館研修室
２３年度斎王まつり
会場内

日本アマチュア無線連盟
三重県支部 

15
チビッ子電波体験教室２
０１１

地デジ移行を直前にした電波教室を実施します。児
童・親子にFMラジオを配布し電波発信源探索ゲーム
を行います。また災害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や公開運用も行います。 
http://www.mirai.ne.jp/~jarl/ 

6/5
東谷山フルーツパー
ク

（社）日本アマチュア無線
連盟愛知県支部 

16 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
の啓発を図ります。 

6/7
栄ガスビル4F401会
議室

総務省東海総合通信局
（財）日本データ通信協
会 

17
ITSあいち県民フォーラム 
2011

ITS（高度道路交通システム）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
開催します。 

6/7
ホテル名古屋ガーデ
ンパレス

愛知県ITS推進協議会 

18
玉城町オンデマンドバス
システム視察会

「IC Tふるさと元気事業」として玉城町が取り組んだ高
齢者等の外出を支援するオンデマンドバスシステムの
視察します。 

6/9
三重県度会郡玉城
町　玉城町保健福祉
会館

総務省東海総合通信
局、東海情報通信懇談
会地域情報化部会 

19
ICT在宅医療・介護支援
システム講演会（仮称）

ＩＣＴを活用した在宅医療・介護システムの今後の方向
と実例について講演会を開催し、ＩＣＴ在宅医療・介護
システムの普及を図ります。 

6/11
独立行政法人　国立
長寿医療研究セン
ター　研究所

地域ＩＣＴプラットホーム
準備会 

20

ひまわりネットワーク相談
会～ケーブルテレビ・イン
ターネット・ケーブルプラ
ス電話～

サービスエリア内の方々へ、デジタル放送・インター
ネット・ケーブルプラス電話について認識と理解を深め
て頂けるように相談会を開催します。 

6/12
大型スーパー及び
家電量販店内

ひまわりネットワーク
（株） 

21
「防災無線セミナー～防
災・消防・救急分野での
ＭＣＡ利用について～」」

自治体防災分野での利用が増加しているＭＣＡ無線
を、導入事例も交えて紹介する。また、ＭＣＡ無線の新
しいアプリケーション機器の展示・説明も実施します。 

6/15 名古屋国際センター
（財）移動無線センター
東海センター 

22

スマートフォン
Developer'sセミナー
early　S ummer2011
-オープンプラットフォー
ムとしてビジネス展開を
想像せよ-

スマートフォン情勢の分析や、先進的な会社が持つ
「ビジネス創造の視点」「ソリューション提供」の取り組
みをご紹介。成功事例の紹介を通じて、ビジネス拡大
のヒントを得ていただく。 

6/25 名古屋市内施設 (株)パソナテック 

23 情報通信セミナー２０１１ 電波政策・利用の最新動向のセミナーを実施します。 6/28
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 

24
２０１１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で、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います。 

7/12 NEC中部ビル
（株）自治日報社
ＮＥＣ
（共催）
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