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平成 27 年度 情報通信月間参加行事一覧表（四国内開催分） 
【別紙】

No. 行 事 名 
行事コードﾞ 

日程 開催場所 行 事 内  容 主  催 問合せ先等 

1 

情報通信セミナー「ビッグ

データ×農業」 

＜Ib04M＞ 

4/14 愛媛大学 南加記念

ホール 

（松山市） 

農業分野におけるビッグデータの活用

について、総務省の施策並びに愛媛大学

及びユーザー農家の活用事例について

紹介するセミナーを開催します。 

http://shikoku-ict.jp/ 

四国情報通信懇談会 

四国総合通信局 

愛媛大学 

①四国情報通信懇談会

②089-936-5061

③info@shikoku-ict.jp

④無料

2 

四国情報通信懇談会総会

記念講演会 

＜Ib02M＞ 

5/13 松山全日空ホテル 

（松山市） 

産業戦略研究所代表の村上輝康氏を講

師にお迎えし、ＩＣＴの最新情報につい

てご講演いただきます。 

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

②089-936-5061

③info@shikoku-ict.jp

④無料

3 

愛媛県ＩＴ推進協会 

平成 27 年度 総会記念 

講演会 

＜Ic10M＞ 

5/14 松山全日空ホテル 

（松山市） 

協会会員をはじめ、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 

向けての講演を行います。 

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

4 

海上交通の安心・安全に関

するセミナー 

＜Ic13M＞ 

5/22 ホテルJALシティ松山 

（松山市） 

海上交通の安全に関する情報通信分野

の活用についてセミナーを開催します。

（一社）全国船舶無線協会四

国支部 

四国総合通信局 

①（一社）全国船舶無線協会四国支部

②089-943-5344

③shikoku@zkk.or.jp

④無料

5 

マッピング・パーティ あ

っと 道後 

＜Ic03M＞ 

5/23 愛媛大学 総合情報

メディアセンター 

１Ｆメディアホール 

（松山市） 

オ ー プ ン ス ト リ ー ト マ ッ プ

（ http://www.openstreetmap.org/ ）

を使用し、参加者自ら地図を作るイベン

トを行います。 

https://www.facebook.com/cfdogo 

Code for DOGO ①Code for DOGO

②090-9458-0940

③cfdogo@gmail.com

④無料

6 

テレコムサービス協会四

国支部 講演会 

＜Ic08M＞ 

5/27 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

7 

平成 27 年度「電波の日・

情報通信月間」記念式典 

＜Ia01M＞ 

6/1 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

8 

高齢者を蘇らせる対話型 

ｼﾆｱパソコン教室とパワー

ポイントによる ICT の利

活用 

＜Ic07M＞ 

6/1 ～

7/25 

徳島市ニタビル及び 

ふれあい健康館 

（徳島市） 

高齢者と一般人の情報格差をなくし、

ICTの利活用により高齢者の交通事故等

を無くし安心安全確保を目指します。

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（一週 1回）5000 円

9 

近未来情報化講演会 

＜Ic06M＞ 

6/5 リーガホテルゼスト

高松 

（高松市） 

地域創生のカギとなる、誰にでも使いや

すいユニバーサルデザインの考え方の

適用について「ユニバーサルなＩＣＴ環

境が地域創生のカギ」と題して話し合

う。 
http://www.kagawa-net.org 

かがわ情報化推進協議会 ①かがわ情報化推進協議会

②087-832-3140（内線 2259）

③webmaster@kagawa-net.org

④無料

10 

K-MIX+（ケーミックスプラ

ス）利活用促進セミナー 

＜Ic01M＞ 

6/6 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

者に啓蒙する。 

NPO e-HCIK ①NPO e-HCIK

②087-887-4967

③ehcik01@gmail.com

④無料

11 

香川県情報サービス産業

協議会総会記念講演会 

＜Ic11M＞ 

6/8 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 の利活用に関する講演会を開催

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
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平成 27 年度 情報通信月間参加行事一覧表（四国内開催分） 

No. 行 事 名 
行事コードﾞ 

日程 開催場所 行 事 内  容 主  催 問合せ先等 

12 

観光アプリアワード あっ

と えひめ 

＜Ic02M＞ 

6/13 愛媛大学 総合情報

メディアセンター 

１Ｆメディアホール 

（松山市） 

愛媛県、松山市の観光データを使用した

観光アプリを募集し、応募者によりプレ

ゼンテーションと来場者による審査を

行います。 

https://atnd.org/events/64035 

日本 Android の会四国支部 ①日本 Android の会四国支部

②090-9458-0940

③s.k.xnpo@gmail.com 

④無料

13 

市民対象の情報スキルア

ップ講座 

＜Ic12M＞ 

6/13 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

14 

中高生プログラミングセ

ミナー（初級編） 

＜Ic09M＞ 

6/14,21 （公財）とくしま産業

振興機構 

（徳島市） 

複雑な構文を必要としないプログラミ

ング言語学習環境である「Ｓｃｒａｔｃ

ｈ」を使い、簡単なゲームを制作する中

学生向けプログラミングセミナーを開

催します。 

http://www.our-think.or.jp/ 

（公財）とくしま産業振興機

構 

①（公財）とくしま産業振興機構

②088-654-0103

③s-yano@our-think.or.jp

④無料

15 

情報通信月間 in にいはま 

＜Ic05M＞ 

6/26 新居浜テレコムプラ

ザビル 

（新居浜市） 

四国情報通信懇談会の調査研究課題と

して取り組んだ「オープンデータ取 

り組みの成果報告」と「国内のオープン

データ推進の状況について」講演会を開

催します。 

http://w3.heartnetwork.jp/topics/?p

=2109 

(株）ハートネットワーク ①(株）ハートネットワーク ＩＣＴ推

進室

②0897-32-7777

③ozeki@hearts.ne.jp

④無料

16 

四国情報通信懇談会 ICT

研究交流フォーラム 

第 14 回技術セミナー 

＜Ib01M＞ 

6/26 高知工科大学永国寺

キャンパス 

（高知市） 

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

17 

えひめ IT フェア２０１５ 

＜Ic04M＞ 

7/17,18 松山市総合コミュニ

ティセンター 

（松山市） 

情報通信の普及・振興を目的に、ＩＣＴ

の現状と未来の可能性を感じて頂くセ

ミナーや各種展示を開催し、広く県民参

加型の公共性の高いイベントとします。

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

えひめ IT フェア実行委員会 

（愛媛県 IT 推進協会、四国

総合通信局、愛媛県、松山市、

四国情報通信懇談会、えひめ

産業振興財団、テレコムサー

ビス協会四国支部） 

①えひめＩＴフェア実行委員会

②089-911-1640

③fair@ehime-it.jp

④無料


