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パソコン初心者に対する無料相
談会

c04M＞＜B

5/15
～
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/

NPO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

シニア情報生活アドバイザーの
ためのスキルアップ講習会

c03M＞＜B

5/15～17
5/20～24
5/28

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
資格の取得のために必要な知識・技術の講義
を行い、実技を含めての試験を行う。
http://www.sendai-snc.net/

NPO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

東北情報通信懇談会　平成26
年度通常総会　講演会

b04M＞＜B
5/20

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

ICT推進フェア2014in東北
b02M＞＜B

5/28
～
5/29

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。

東北総合通信局
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

ICT推進セミナー
b01M＞＜B

5/28
～
5/29

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　3655
③sinkokikaku-toh@ml.soumu.go.jp
④無料

災害と通信を考えるシンポジウ
ム

c08M＞＜B
6/1

キャピタルホテル
1000
（陸前高田市）

東日本大震災の経験を踏まえ、沿岸被災地を
会場に多くの人に災害と通信を考える契機を
つくり、それらを通してアマチュア無線の有
用性を広くPRする。
http://jarl-iwate.com/

（一社）日本アマチュア
無線連盟岩手県支部

①（一社）日本アマチュア無線
連盟岩手県支部

②090　8980　5493（野田）
③noda@fromiwate.com
④無料

情報通信月間特別講演会
c05M＞＜B 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
③suzuki_kayoko_01@pref.fukushima.lg.jp
④無料

平成26年度「電波の日・情報
通信月間」記念式典

a01M＞＜B
6/2 仙台市内

（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
②022-221-0603

5
東北地方非常通信協議会
平成26年度定期総会講演

c07M＞＜B
6/ 仙台市内

（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

いわてICTフェア2014
b03M＞＜B 6/6

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　929　5313
　（内線：5312）
③ab0007@pref.iwate.jp
④無料

IT化普及促進講演会
c01M＞＜B 6/12 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

ラジオのいまと未来を考える講
演会

c09M＞＜B
6/21

岩手県立大学アイーナ
キャンパス
（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の定例催事。
http://www.fromiwate.com/radio

（一社）ラジオコンソー
シアム岩手

①（株）フロムいわて
②019　601　5846
③radio@fromiwate.com
④無料

第17回秋田県高校ARDF大会
（アマチュア無線方向探索）

c06M＞＜B
6/14 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

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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