
問合せ先等：①団体名  ②電話  ③e-mailアドレス  ④入場料

平成 26 年度 情報通信月間参加行事一覧表（四国内開催分） 

№ 

行事名 
行事ｺｰﾄﾞ 

日程 開催場所 内  容 主  催 備  考 

1 

四国情報通信懇談会 

総会記念講演会 

＜Ib03M＞ 

4/22 大和屋本店 

（松山市） 

松山発祥の企業であり国内グループウ

ェア大手のサイボウズ（株）から青野社

長を講師に迎え、「クラウド化で社会は

どう変わるのか？」と題して講演しま

す。 

http://shikoku-ict.jp/ 

四国情報通信懇談会 

四国総合通信局 

①四国情報通信懇談会

②089-994-6501

③info@shikoku-ict.jp

④無料

2 

テレコムサービス協会 

四国支部講演会 

＜Ic11M＞ 

5/28 ホテル JALシティ松山 

（松山市） 

ICTビジネスの創造と地域経済の活性化

等に関する講演会を開催します。 

（一社）テレコムサービス協

会四国支部 

①（一社）テレコムサービス協会 四

国支部 

②089-943-5029

③soumu@e-catv.ne.jp

④無料

3 

オープンデータセミナーin

高松 

＜Ib02M＞ 

5/14 e－とぴあ・かがわ 

BB スクエア 

（高松市） 

オープンデータに関する取り組み事例

を紹介し、オープンデータの利活用を一

層推進するためのセミナーを開催しま

す。 

四国総合通信局 

四国情報通信懇談会 

①四国総合通信局情報通信振興課

②089-936-5061

③shikoku-chiiki@soumu.go.jp

④無料

4 

愛媛県 IT推進協会 

平成 26年度総会記念講演会 

＜Ic05M＞ 

5/14 松山全日空ホテル 

（松山市） 

協会会員及び広く一般の方を対象に、地

域情報化の現状や ICT 利活用の推進に

向けた取組を紹介します。 

http://www.ehime-it.jp/ 

愛媛県 IT推進協会 ①愛媛県 IT 推進協会

②089-911-1640

③jimukyoku@ehime-it.jp

④無料

5 

海上交通の安心・安全に関

する記念講演会 

＜Ic10M＞ 

5/23 ピュアフル松山 

（松山市） 

海上交通の安心・安全な情報通信システ
ムの活用についての講演会を開催しま
す。 

四国総合通信局 

（一社）全国船舶無線協会四

国支部 

①（一社）全国船舶無線協会四国支部 

②089-943-5344

③sikoku@zkk.or.jp

④無料

6 

ライブメディアコーディネ

ータスキルアップ講座 

＜Ic01M＞ 

5/25,27,

28,29 

e－とぴあ・かがわ(情

報通信交流館) 

（高松市） 

インターネットによる動画中継技術に

おける無線通信装置の技術的な講習会

を行います。 

（一社）まちテレ ①e－とぴあ・かがわ(情報通信交流

館)

②087-822-0111

③info@e-topia-kagawa.jp

④資料代 500円

7 

ICT を活用した街づくりセ

ミナー～四国管内事業成果

の紹介～ 

＜Ib04M＞ 

5/29 e－とぴあ・かがわ 

BB スクエア 

（高松市） 

四国管内で実施した 3地域の ICT街づく

り推進事業について、その取組成果を紹

介し、今後の ICT を活用した街づくりを

推進するためのセミナーを開催します。 

四国総合通信局 

四国情報通信懇談会 

①四国総合通信局情報通信振興課

②089-936-5061

③shikoku-chiiki@soumu.go.jp

④無料

8 

「今さら聞けない」情報セ

キュリティーの話 

＜Ic04M＞ 

6/30 愛媛大学南加記念ホ

ール 

（松山市） 

情報通信社会における「安心・安全」を

テーマにした一般にもわかりやすい講

演会を開催します。 

愛媛大学大学院 ICT コース・

愛媛 CATV 

①（株）愛媛 CATV

②089-943-5001（代表）

③nakajima@e-catv.ne.jp

④無料

9 

平成 26年度「電波の日・情

報通信月間」記念式典 

＜Ia01M＞ 

6/2 松山全日空ホテル 

（松山市） 

電波の日・情報通信月間を記念し、電波

利用分野及び情報通信分野の発展に功

績のあった個人及び団体に対し表彰を

行います。 

四国総合通信局 

四国情報通信協力会 

①四国総合通信局総務課

②089-936-5011

③shikoku-soumu@soumu.go.jp

④無料

10 

高齢者を蘇らせる対話型シ

ニアパソコン教室とユビキ

タスネットワークシステム 

＜Ic02M＞ 

6/2 ～

7/26 

徳島市ニタビル及び

ふれあい健康館 

（徳島市） 

高齢者の情報格差問題を解消し、ユビキ

タスネットワーク社会の構築を目指し

たパソコン教室。毎年の恒例行事になっ

ています。 

NPO-spnet.org/default.aspx 

NPO シニアパワーネットワー

クとくしま 

徳島市社会福祉協議会 

①NPO シニアパワーネットワークと

くしま

②088-653-2733

③furumoto@msf.biglobe.ne.jp

④月 4 回 5000円

11 

近未来情報化講演会 

＜Ic03M＞ 

6/4 リーガホテルゼスト

高松 

（高松市） 

香川県民の情報化に対する関心を高め、

地域情報化の裾野の拡大が図れるよう、

最前線で活躍する講師を招きタイムリ

ーなテーマで講演会を開催します。 

http://www.kagawa-net.org 

かがわ情報化推進協議会 

四国情報通信懇談会 

①かがわ情報化推進協議会

②087-832-3140

③webmaster@kagawa-net.org

④無料
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【別紙】
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12 

 

市民対象の情報スキルアッ

プ講座 

＜Ic07M＞ 

6/8 高知工業高等専門学

校・情報処理センター 

 

（南国市） 

一般社会人を対象として、インターネッ

トを活用する技術をスキルアップする

ための各種講習を行います。 

 

http://www.kochi-ct.ac.jp/ 

高知工業高等専門学校 

南国市 

①高知工業高等専門学校 

②088-864-5643   

③kikaku@jm.kochi-ct.ac.jp 

④無料 

13 

 

香川県情報サービス産業協

議会 

平成 26年度通常総会記念講

演会 

＜Ic06M＞ 

6/13 高松国際ホテル 

 

（高松市） 

香川県下の情報産業に携わる企業向け

に、ICTの利活用について、各分野で活

躍されている方を講師としてお招きし

て講演会を実施します。 

 

http://www.stnet.co.jp/jyouhou_san/

kisa.html 

香川県情報サービス産業協

議会 

①香川県情報サービス産業協議会 

②087-887-2406   

③kisa@stnet.co.jp 

④無料 

14 

 

K-MIX+（ケーミックスプラ

ス）利活用促進セミナー 

＜Ic08M＞ 

6/14 e－とぴあ・かがわ BB

スクエア 

 

（高松市） 

患者を中心とした地域医療連携をさら

に促進するため、K-MIXの機能を強化し

て構築された K-MIX+の機能を医療関係

者に啓蒙します。 

 

 

NPO e-HCIK ①NPO e-HCIK 

②087-887-4967   

③ehcik01@gmail.com 

④無料 

15 

 

四国情報通信懇談会 ICT 研

究交流フォーラム 

第 11回技術セミナー 

＜Ib01M＞ 

6/20 高松センタービル 

 

（高松市） 

四国の地域課題の解決を目指した ICT

研究開発の成果を発表するセミナーを

開催します。 

 

http://shikoku-ict.jp/ 

四国総合通信局 

四国情報通信懇談会 ICT研究

交流フォーラム 

①四国総合通信局電気通信事業課 

②089-936-5043   

③shikoku-seisaku@soumu.go.jp 

④無料 

16 

 

情報通信月間 inにいはま 

＜Ic12M＞ 

6/21 新居浜テレコムプラ

ザ 

 

（新居浜市） 

映画と ICT を活用した地域活性化の可

能性についてシンポジウムを開催しま

す。また、4K 映像やデジタルシネマ撮

影機材のデモンストレーションを行い

ます。 

 

 

新居浜市 

新居浜テレコムプラザ（株） 

（株）ハートネットワーク 

①（株）ハートネットワーク 

②0897-32-7777   

③jinji@hearts.ne.jp 

④無料 

17 

 

電波の安全性に関する説明

会 

＜Ic13M＞ 

7/31 ホテル千秋閣 

 

（徳島市） 

携帯電話等の電波が人体に与える影響

などについて、専門家がご説明します。 

 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/shiko

ku/ 

四国総合通信局 ①四国総合通信局電波利用環境課 

②089-936-5055 

③shikoku-kankyouka@ml.soumu.go.jp 

④無料 
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