【別紙】

平成 28 年度 情報通信月間参加行事一覧表（四国内開催分）
（行事内容等は予定であり、変更される場合がございます。
）
問合せ先等：①団体名 ②電話 ③e-mail アドレス ④入場料

行 事 名

No.

日程

開催場所
松山全日空ホテル

1

四国情報通信懇談会総会記念講演会

4/19
（松山市）

行 事 内 容

主

催

東京大学特任教授工学博士の石川雄章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。

①四国情報通信懇談会
四国情報通信懇談会

②089-936-5061

四国総合通信局

③info@shikoku-ict.jp

http://shikoku-ict.jp/

④無料

松山市男女共同参画推進セン ICT を活用し、社会的課題を解決しようとする人たちのプレゼン能
2

プレゼンコンテスト in えひめ

5/14

テレコムサービス協会四国支部 講演会

力を向上する目的で、コンテストを開催する。

（松山市）

https://goo.gl/M4AInW

④無料

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

②089-943-5029

5/17
（松山市）

4

5

6

愛媛県ＩＴ推進協会
平成 28 年度 総会記念講演会

徳島県クリエイティブプログラマー養成塾
第 1 回～

平成 28 年度「電波の日・情報通信月間」
記念式典

松山全日空ホテル
5/19

5 月、6 月

①日本 Android の会四国支部

ター「COMS」

愛媛新聞社１階ホール
3

催します。

高齢者を蘇らせる対話型シニアパソコン教
室と ICT の利活用研究会

6/1～7/20

(一社)テレコムサービス協会四国支部

や、ＩＣＴ利活用の推進に向けての講演を行います。

中高生を対象としたプログラミングセミナーを県内の高等教育機関

とくしま産業振興機構研修室

等との連携により通年で実施する。

愛媛県ＩＴ推進協会

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

松山全日空ホテル

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

①（公財）とくしま産業振興機構
徳島県

②088-654-0103

（公財）とくしま産業振興機構

③s-yano@our-think.or.jp
④無料

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。

①四国総合通信局 総務課
四国総合通信局

②089-936-5011

四国情報通信協力会

③shikoku-soumu@soumu.go.jp
④無料
①NPO シニアパワーネットワークとくしま

者の孤独事故や認知症の予防対策を話し合う。

NPO シニアパワーネットワークとくしま

②088-653-2733

社会福祉法人徳島市社会福祉協議会

③furumoto@msf.biglobe.ne.jp
④月 4 回（1 週 1 回）5,000 円

http://www.npo-spnet.org/

①高知工業高等専門学校 総務課 企画係

高知工業高等専門学校・情報 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
8

市民対象の情報スキルアップ講座

6/4

処理センター
（南国市）

②089-911-1640
③jimukyoku@ehime-it.jp
④無料

（徳島市）

（徳島市）

③soumu@e-catv.ne.jp
①愛媛県ＩＴ推進協会

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

阿波踊り会館

康館

③s.k.xnpo@gmail.com

④無料

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

（松山市）

②090-9458-0940

①(一社)テレコムサービス協会四国支部

（松山市）

6/1

プレゼンコンテスト in 愛媛 実行委員会

徳島市ニタビル及びふれあい健 高齢者と一般人との情報格差をなくし、ICT の利活用により高齢
7

問合せ先等

アップするための各種講習を行います。

高知工業高等専門学校

②088-864-5643

南国市

③kikaku@jm.kochi-ct.ac.jp
④無料

http://www.kochi-ct.ac.jp/
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【別紙】

平成 28 年度 情報通信月間参加行事一覧表（四国内開催分）
（行事内容等は予定であり、変更される場合がございます。
）
問合せ先等：①団体名 ②電話 ③e-mail アドレス ④入場料

行 事 名

No.

日程

開催場所
リーガホテルゼスト高松

9

近未来情報化講演会

6/8
（高松市）
佐那河内村中央運動公園

10 ICT 有害鳥獣対策活用公開実証実験

行 事 内 容

（佐那河内村）

催

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

6 月上旬

愛媛県内

あかがねミュージアム
12 情報通信月間 in にいはま

6/11～22
（新居浜市）

小型無人機（UAS）を用いた発信機を装着したサルの上空から
応用検証の公開実証実験を行う。

13 ーラム

展開し、地域課題解決において、行政と民間の役割分担を再考
する気づきの場を提供します。
https://www.facebook.com/cfdogo
基調講演
新居浜市 ICT 街づくり推進事業とオープンデータの取り組み報告
及びケーブル４K 放送と自社制作４K 番組の紹介を行う。
https://www.heartnetwork.jp/
四国の地域課題の解決を目指した ICT 研究開発に関するセミナ

四国情報通信懇談会 ICT 研究交流フォ
6 月中旬

松山市内

第 17 回技術セミナー

ーを開催します。

②089-936-5071

国立研究開発法人情報通信研究機構

③shikoku-keikaku@soumu.go.jp

（株）四国日立システムズ

④無料
①Code for DOGO

Code for DOGO

情報通信月間 in にいはま実行委員会
（新居浜市、株式会社ハートネットワー
ク）
四国総合通信局
ーラム

6 月下旬

高松市内

の社会的な課題の解決を探る研修会とします。
http://shikoku-ict.jp/

②090-9458-0940
③cfdogo@gmail.com
④無料

四国情報通信懇談会 ICT 研究交流フォ

http://shikoku-ict.jp/

①四国総合通信局 企画調整課

佐那河内村

ICT の利活用により、大規模災害対応やワークスタイル変革など
14 ＩＣＴによる課題解決セミナー

②087-832-3140（内線 2259）
③webmaster@kagawa-net.org
④無料

四国総合通信局

オープンデータの普及促進を目的としたセミナーを地方自治体にて
11 オープンデータ推進セミナー in えひめ

問合せ先等
①かがわ情報化推進協議会

県民の情報化に対する関心が高まり、地域情報化の裾野の拡大

の位置検知検証及び移動体検知センサーのサル出没検知への

6/9

主

①(株）ハートネットワーク
②0897-32-7777
③n-ito@hearts.ne.jp
④無料
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
①四国情報通信懇談会

四国情報通信懇談会

②089-936-5061
③info@shikoku-ict.jp
④無料

2

