
別 紙

平成２７年度 情報通信月間参加行事（開催日程順）

e-mailアドレスはスパム防止の為「@」を＜@＞と表記しています。

行事名 第 24回中部放送技術フォーラム 

【内 容】
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。         ＜Fc24M＞ 

日程  5/13～5/14 
場所  NHK名古屋放送局
主催 中部放送技術ﾌｫｰﾗﾑ協議会

① 団体名 ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料
① 中部放送技術ﾌｫｰﾗﾑ事務局 

（東海テレビ放送技術局内）
② 052-951-2511

③ jimukyoku2015<@>
chubu-hoso-forum.jp

④ 無料
ホームページアドレス http://chubu-hoso-forum.jp

行事名 情報通信月間啓発ＣＭのオンエアー

【内 容】
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す
る。      

     ＜Fc05M＞ 

日程 5/15～6/15
場所 東海地区 29 局のコミュニ

ティ放送局 
主催  JCBA東海地区協議会 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① JCBA東海地区協議会 
② 0561-85-3555 
③ info<@>845.fm 
④ 無料 

ホームページアドレス 

行事名 インターネット講座、出張パソコン相談、タブレット講座 

【内 容】 
Windows8.1基礎講座と Androidタブレ
ットの使用講座、また、ご家庭へ出張
してのパソコン相談を開催。 

＜Fc07M＞

日程  5/15～6/15 の期間中の土
日および第 2・第 4水曜日 

場所  パルティせと他 
主催 ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ(株) 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ(株)
② 052-798-6102
③ sibuya<@>gctv.co.jp
④ 無料

ホームページアドレス http://www.gctv.co.jp/ 

行事名 スターキャットなんでも相談会 

【内 容】
当社インターネットサービス・テレ
ビ・ケーブルプラス電話のサービスの
ご紹介と加入受付やプラン見直しなど
の相談会を実施。    ＜Fc06M＞ 

日程  5/15～6/15 の主に土日 
場所  ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ吹上店他 
主催  ｽﾀｰｷｬｯﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① ｽﾀｰｷｬｯﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）
② 0120-181-374
③ guest<@>starcat.co.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.starcat.co.jp/ 

行事名 CCnet 中部ケーブルネットワーク なんでも相談会

【内 容】 
ケーブルテレビによる「４K 放送」の
実現、「ＭＶＮＯ（格安スマホ）」のＰ
Ｒをして、皆様に理解を深めていただ
く。          ＜Fc21M＞ 

日程 5/15～6/15 の主に土日 
場所 ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

等 
主催 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）
② 

 
052-858-2352 

③  
④  

ホームページアドレス http://www.ccnw.co.jp/ 
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行事名 ミクス光相談会 

【内 容】
FTTHによるケーブルテレビ・ケーブル
インターネット・ケーブルプラス電話
の紹介をするとともに、HFC から FTTH
への切換や、お困りごとなど、なんで
も相談会を実施します。 ＜Fc13M＞ 

日程  5/16・17・23・24・30・31
6/6・7・13・14 

場所  市内ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ他 
主催  ミクスネットワーク（株） 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① ミクスネットワーク（株） 
② 0120-345739  
③ info<@>catvmics.ne.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.catvmics.ne.jp 

 

行事名 にこにこ講座（初心者向けパソコン講座）

【内 容】
おもに弊社のインターネットサービス
の利用者でパソコン利用の初心者にイ
ンターネットの利用方法や利便性など
を講座を通じて体感してもらう。 

           ＜Fc09M＞ 

日程 5/20～5/21
場所 ケーブルテレビ可児
主催 (株)ケーブルテレビ可児

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料
① (株)ケーブルテレビ可児
② 0574-63-7211
③ info<@>ma.ctk.ne.jp
④ 無料

ホームページアドレス http://www.ctk.ne.jp

行事名 インターネット講座の開講

【内 容】
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、PCだけでなく現在普及しつつある
タブレットを利用した楽しみ方や利便
性などを実感・体感していただく。 

＜Fc20M＞

日程 ①5/20 
②5/31 
③6/10 
④6/14

場所 ①②④メディアス社屋 
③げんきの郷あすなろ舎

主催 知多ﾒﾃﾞｨｱｽﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 知多ﾒﾃﾞｨｱｽﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 
② 0120-23-77-7 
③ eigyou<@>medias.co.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.medias.co.jp 

行事名
第３回 中部ライフガード TEC2015 
防災・減災・危機管理展における MCA 無線の紹介 

【内 容】
東海地区の自治体、企業対象の同展示
会において、災害時の有効な通信手段
である MCA 無線の紹介展示を実施し、
防災・減災・危機管理の対応を促して
いく。           ＜Fc17M＞ 

日程 5/21～5/22 
場所 ポートメッセなごや 
主催 名古屋国際見本市委員会

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (一財)移動無線センター  
 東海センター 
② 052-581-2461 
③ risui<@>mrc.or.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.mrc.or.jp 

行事名 ケーブルテレビ・ケーブルインターネットフェア

【内 容】 
インターネットでのお困りごとの相
談、コミュニティチャンネルによる行
政情報、市域情報発信を紹介。   

＜Fc23M＞ 

日程 5/23～5/24  
場所 豊川市野球場内特設ﾌﾞｰｽ

「おいでん祭会場」 
主催 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 

豊川局 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株)豊川局
② 0533-83-9272 
③ info<@>ccnet-ai.ne.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.ccnw.co.jp 

行事名
大垣市こども IT 講座 
①「パラパラまんがを作ろう！」②「ロボットを作ろう！」

【内 容】 
次世代を担う ICT 人材育成を目的に、
「大垣市こども IT講座」として、パラ
パラまんが講座やロボット組立からプ
ログラミングまでを体験する講座を市
内小学生向けに開催する。＜Fc19M＞ 

 
 

日程 ①5/23 
②5/30、7/24 

場所 大垣市情報工房 
主催 岐阜県大垣市 

① 団体名 ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 大垣市 企画部情報企画課 
 0584-47-8249 
② joho<@>city.ogaki.lg.jp 
③ ①受講料：500円
④ ②受講料：500円、

材料費：2000円 

ホームページアドレス http://www.city.ogaki.lg.jp 
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http://www.mrc.or.jp/
http://www.city.ogaki.lg.jp/


行事名 ケーブルテレビイン名古屋 2015 

【内 容】 
有線・無線通信ブロードバンドとの競
合や急速な発展が進む時代を迎え、
4K8K 放送サービスの高度化への対応
を含め、ケーブルテレビ業界の今後に
ついて展望する。    ＜Fc10M＞ 

日程  5/28 
場所  名古屋ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ 
主催  日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ懇話会 

[(一社)日本 CATV技術協会
中部支部・(一社)日本ｹｰﾌﾞ
ﾙﾃﾚﾋﾞ連盟東海支部] 
東海情報通信懇談会 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (一社)日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟 
 東海支部 
② 052-231-2360 
③ jcta-tokai<@>starcat.co.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス  

行事名 平成 27 年度「電波の日・情報通信月間」記念式典 

【内 容】 
「電波の日・情報通信月間」を記念し、
式典を挙行して電気通信に貢献寄与さ
れた方々を表彰する。  ＜Fa01M＞ 

日程  6/1 
場所  ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 
主催  東海総合通信局 

東海電気通信協力会 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 東海電気通信協力会 
② 052-971-9105 
③  
④  

ホームページアドレス  

行事名 ビッグデータ活用セミナー ～実践的な活用・運用術～

【内 容】 
昨今、サービスを運営するに当たり、
様々なデータを活用し、サービス向上
に使用されています。現在のビッグデ
ータの活用状況や具体的な活用方法な
どについてお話しいたします。 

＜Fc15M＞

日程  6/3 
場所  ﾌﾟﾗｲﾑｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 
主催  (株)パソナテック 

① 団体名  ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (株)ﾊﾟｿﾅﾃｯｸ名古屋支店 
② 052-238-1030 
③ nagoya<@>pasonatech.co.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.pasonatech.co.jp 

行事名 
IoTを活用した生産管理システム研究会 
 -中堅中小企業の試み- 

【内 容】 
一品一品の高精度な部品検査と記録の
ため、高精度・高スピード・低コスト
のセンサーとネットワーク技術により
人材不足の中での自前の質の高い品質
管理の試みを紹介します。＜Fc16M＞ 

日程  6/3 
場所  日本福祉大学 

名古屋キャンパス 
主催  NPO 法人地域 ICT プラット

フォーム 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① NPO法人地域 ICT ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 
② 0569-72-2580 
③ ykubo2<@>kdr.biglobe.ne.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://ictp.jp 

行事名 情報通信フロンティアセミナーin 静岡 

【内 容】
マイナンバー、ビッグデータ、オープ
ンデータが地域社会に根付く中、デバ
イスの多様化におけるワークスタイル
の変化による情報漏えいやネット犯罪
などの危険性を学ぶ。  ＜Fb02M＞ 

日程  6/4 
場所  ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ静岡 
主催  東海情報通信懇談会 

東海総合通信局 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 東海情報通信懇談会 
② 052-228-7181 
③ tnk<@>newton.or.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://newton.or.jp/index.html 

行事名 ITSあいち県民フォーラム 2015 

【内 容】 
ITS の現状と今後の展望を県民に分か
りやすく紹介するためのフォーラムを
開催する。       ＜Fc14M＞ 

日程  6/4 
場所  栄ガスビル 
主催  愛知県 ITS推進協議会 

① 団体名 ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料
① 愛知県 ITS推進協議会 
② 052-954-6125 
③ kj-san1<@>pref.aichi.lg.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.pref.aichi.jp/kotsu/ITS/ 
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行事名 パソコン・スマホ相談会 

【内 容】 
ひまわりショップ 4 店舗にて、パソコ
ンやスマホに関する相談会を実施。ご
希望の内容にマンツーマンでお答えし
ます。         ＜Fc12M＞ 

日程 6/6～6/7 
場所 ひまわりショップ 

若草店、みよし店、長久手
店、神田店 

主催 ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸ (株) 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 

   コンシューマ営業部 
② 0565-35-3453 
③ customer<@>himawari.co.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.himawari.co.jp/ 

行事名 CTYスマホ・タブレットなんでも相談会 

【内 容】
当社ケーブルスマホ・タブレット・イ
ンターネット等サービスの紹介、加入
受付の相談会を実施します。 

＜Fc02M＞ 

日程  6/6～6/7 
場所  アピタ四日市店 
主催  (株)シー・ティー・ワイ 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (株)ｼｰ･ﾃｨｰ･ﾜｲ 営業部 
② 059-353-6509 
③ shibuya<@>cty.co.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.cty-net.ne.jp/ 

行事名 桶狭間古戦場まつり CCNetブース出展

【内 容】 
FTTH 化によるインフラ強化により生
活環境の向上への取り組みと放送、通
信サービスの告知、PRを推進する。 
            ＜Fc22M＞ 

日程  6/7 
場所  豊明市高徳院駐車場周辺 
主催  中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 

(桶狭間古戦場まつり実行
委員会) 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株)東名局 
② 052-879-6400 
③  
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.ccnw.co.jp 

行事名 ちびっこ電波体験教室 2015 

【内 容】  
電波を使った体験教室を実施。親子で
FM ラジオを使用した電波発信源探索
ゲームを行う。災害発生時に活躍する
アマチュア無線とその活用法のデモを
行う。         ＜Fc04M＞ 

日程  6/7 
場所  東谷山フルーツパーク 
主催  (一社)日本ｱﾏﾁｭｱ無線連盟 

愛知県支部 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (一社)日本ｱﾏﾁｭｱ無線連盟 
         愛知県支部 
② 052-835-7111(内線 2662) 
③ aichi20<@>jarl.com 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.jarl.com/aichi/ 

行事名 CATV3社による H27年度三重県総合博物館ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ﾃﾞｰ 

【内 容】 
CATV 会社と地域の映像情報文化の保
存伝承を事業の一つとする三重県総合
博物館が連携し、現在社会における
ICT の大切さを地域住民に広く伝え
る。          ＜Fc08M＞ 

日程  6/13 
場所  三重県総合博物館 
主催  (株)ZTV 

伊賀上野ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ(株) 
松阪ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ㈱ 
(株)ｹｰﾌﾞﾙｺﾓﾝﾈｯﾄ三重 

① 団体名 ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (株)ｹｰﾌﾞﾙｺﾓﾝﾈｯﾄ三重 
② 059-236-5221 
③ info<@>com-mie.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.com-mie.jp/ 

行事名 ケーブルテレビ・ケーブルインターネット体験フェア 

【内 容】 
ケーブルテレビの放送サービス、CATV
インターネットサービス、IP電話サー
ビスを紹介するとともに実際に体験し
ていただきます。    ＜Fc26M＞ 

日程  6/13～6/14 
場所  ピアゴ浜松泉町店 
主催  浜松ケーブルテレビ(株) 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 浜松ケーブルテレビ(株) 
② 053-458-6170  
③ muramatsu<@>hctnet.ne.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.winde.jp/ 
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行事名 情報通信セミナー2015 

【内 容】 
世界中の言葉の壁をなくし、グローバ
ルに誰もが自由に交流できる社会を実
現するための多言語音声翻訳技術の現
状と社会実装等の取組について講演し
ます。         ＜Fb01M＞ 

日程  6/17 
場所  名古屋ガーデンパレス 
主催  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 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 東海情報通信懇談会 
② 052-228-7181 
③ tnk<@>newton.or.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.newton.or.jp/ 

行事名 次世代の情報通信技術（ICT）を展望する講演・説明会 

【内 容】 
「次世代の情報通信技術（ICT）への最
新動向を展望する講演・説明会」を開
催します。       ＜Fc03M＞ 

日程  6/17 
場所  ウインクあいち 
主催  (一社)情報通信設備協会 

     東海地方本部 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (一社)情報通信設備協会 

       東海地方本部 
② 052-241-1989 
③ toukai<@>itca.or.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.itca.or.jp/toukai/ 

行事名 電気通信事業者セミナー 
① 団体名 ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 

【内 容】
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
を図る。        ＜Fc11M＞ 

日程  6/18 
場所  栄ガスビル 
主催  東海総合通信局

(一財)日本ﾃﾞｰﾀ通信協会 

① (一財)日本ﾃﾞｰﾀ通信協会 
② 03-5907-3808 
③ tp3-info<@>dekyo.or.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.dekyo.or.jp 

行事名 
情報通信フロンティアセミナー 
～G 空間情報を利用した新たな防災モデルと 

将来における Lアラートとの融合（仮）～ 
【内 容】 
G 空間情報（地理空間情報）を利用し
た新たな防災モデルの概要と展望、さ
らに将来における L アラート（災害情
報共有システム）との融合について話
を伺う。        ＜Fb03M＞ 

日程  6/23 
場所  ウインクあいち 
主催  東海総合通信局 

東海情報通信懇談会   

① 団体名  ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 

① 東海総合通信局 
情報通信振興課 

② 052-971-9405  
③ tokai-shinko<@>soumu.go.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス  

行事名 防災情報通信セミナー 

【内 容】 
非常災害時等における情報通信のあり
方について理解を深めるため、最新の
防災情報通信についての動きや災害対
応に関する情報等を紹介する講演会を
開催する。       ＜Fc25M＞ 

日程  6/25 
場所  ウィルあいち 
主催  東海総合通信局 

東海地方非常通信協議会 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① 東海総合通信局 陸上課 
② 052-971-9197 
③ oso-tokai<@>soumu.go.jp 
④  

ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/musen/hijyoukyou/index.html 

行事名 電気通信事業分野の現状（仮題） 

【内 容】 
多様化している電気通信分野におけ
る我が国のブロードバンド事情をグ
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。      ＜Xd44L＞

日程  6/26 
場所  ｻｲﾌﾟﾚｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ 
主催  (一社)全日本電気通信 

サービス取引協会 

① 団体名  ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① (一社)全日本電気通信 
 サービス協会 
② 03-5401-5511 
③ zenden<@>fancy.ocn.ne.jp 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.zendenkyo.or.jp/ 
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行事名 親子電波教室 ～ラジオを作ろう～

【内 容】
小学生とその保護者を対象とし、電波
に関する講話やラジオキットの製作を
通じて電波に関して正しい理解をして
もらうための教室を開催する。 

         ＜Fc18M＞ 

日程  6/28 
場所  静岡市草薙児童館 
主催  静岡県電波適正利用推進

員協議会 

① 団体名 ②電話 
③e-mailアドレス 
① 静岡県電波適正利用推進員協
 議会 
② 052-955-8710  

④入場料 

③ toukai-se<@>cleandenpa.net 
④ 無料 

ホームページアドレス http://www.cleandenpa.net 

行事名 2015自治体ソリューションセミナー中部 

【内 容】 
地方公共団体職員を対象としたｾﾐﾅｰ。
地方公共団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
示により情報提供する。 ＜Fc01M＞ 

日程  7/8 
場所  TKP名古屋栄ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
主催  自治日報社 

NEC東海支社 

① 団体名   ②電話 
③e-mailアドレス ④入場料 
① NEC東海支社 
② 052-222-2210  
③ maglist<@>gov.jp.nec.com 
④ 無料 

ホームページアドレス 詳細は 6月下旬以降に「自治体セミナー中部」で検索ください 
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