
平成22年度 情報通信月間参加　予定行事 別紙

（開催日順）

お問い合わせ等

(1)団体名　(2)電話　(3)e-mail 　(4)入場料

1
コミュニティ放送局のインターネットHP活用の呼び
かけ

5/15～6/15
各局のHPへのアクセスを促し、地域情報取得にインターネットの
利用を呼びかけます

（社）日本コミュニティ放送協会　北海道地
区協議会

(1)（社）日本コミュニティ放送協会　北海道地区協議会
(2)0155-23-0778

2 ケータイ安全教室 5/15～6/15
道内各地　2８カ所（小、
中、高校等）

携帯電話を安心・安全に使っていただくため、ご要望をいただいた
団体に携帯電話のマナーやトラブルへの対処方法を啓発する
「ケータイ安全教室」を実施します。

（株）ＮＴＴドコモ北海道支社
(1)（株）NTTドコモ北海道支社　ケータイ安全教室事務局
(2)0120-707360（フリーダイヤル）   (3)hokkaido-k-tai-
anzen@nttdocomo.com  (4)無料

3 スマートフォンの展示及び実機体験 5/15～6/15
大成札幌ビル1Fドコモ
ショップ内スマートフォンス
クエア（札幌市）

NTTドコモが提供している各種スマートフォンを実際にお試しいた
だき、その操作性や高速データ通信を体験して、最新モバイル通
信への理解を深めていただきます。

（株）ＮＴＴドコモ北海道支社
(1)（株）NTTドコモ 北海道支社営業部   (2)011-242-2091
(4)無料

4 ３兄弟シニアネット間の三元実況中継 5/19～5/23
札幌市、小樽市、倶知安
町

小樽しりべしシニアネットが、市民ギャラリーで開催中の美術展を
ネットで札幌と羊締ニセコのシニアネットに送り、各シニアネットで
受信し会員に公開します。

NPO札幌シニアネット
(1)NPO札幌シニアネット  (2)090-1306-1062(大橋）
(3)ssn_info@north.ad.jp  (4)無料

5 地域活性化のためのICTセミナー 5/20
ホテルモントレエーデルホ
フ札幌
（札幌市）

「電波政策の最新動向とホワイトスペース利用」
「エリア限定ワンセグ放送システムの可能性」
をテーマとしたセミナーを開催します。

北海道総合通信局
北海道テレコム懇談会

(1)北海道総合通信局 無線通信部企画調整課  (2)011-
709-2311 （内線:4624）  (3)seminar-hokkaido@soumu.go.jp
(4)無料

6
電気通信事業分野における個人情報保護セミ
ナー

5/20
札幌アスペンホテル
（札幌市）

電気通信事業分野における個人情報保護に関する課題を明らか
にし、個人情報の適正な取り扱いを推進するためセミナーを開催
します。

北海道総合通信局
（財）日本データ通信協会
（社）テレコムサービス協会北海道支部
北海道テレコム懇談会

(1)北海道総合通信局情報通信部電気通信事業課  (2)011-
709-2311 （内線:4703）  (3)JGO-hokkaido@soumu.go.jp  (4)
無料

7 平成22年度「電波の日・情報通信月間」記念式典 6/1
京王プラザホテル札幌
（札幌市）

「電波の日・情報通信月間」を記念して電波・情報通信の発展普及
に貢献された個人・団体を表彰します。また、社会福祉施設へ地
上デジタルテレビを贈呈します。

北海道総合通信局
北海道電波協力会

(1)北海道電波協力会  (2)070-6604-4901  (3)hokkaido-
kyoryoku@soumu.go.jp  (4)無料

8
地上デジタル放送の魅力を知るセミナー
－地デジにタッチ！ユビキタス体験－

6/4
新陽会館
（札幌市）

ＩＣＴの進歩によって変わる「地域社会の表現＆発信」についての
講演会を開催します。

新陽パソコン倶楽部
(1)新陽パソコン倶楽部  (2)011-737-4844  (3)info@knock-
knock.jp  (4)無料

9
地域情報化支援　ICTリーダ育成
　～映像で撮る今と昔記念講演会～ 6/4,6/5

胆振地方男女平等参画セ
ンター
(室蘭市）

地域の様々な今を撮影し、昔の写真や映像をデジタル化すること
で地域の魅力を発信します。今回はデジタルアーカイブの取組に
ついての講演会を行います。

NPOくるくるネット
(1)NPOくるくるネット  (2)0143-83-6662
(3)toriyama@kuru2.net  (4)無料

10 自治体情報化セミナー2010 6/11
TKP札幌カンファレンスセ
ンター　きょうさいサロン
（札幌市）

「Google Maps」を利用した自治体向け地図データシステムに関す
る講演と実機紹介を行います。

伊藤忠テクノソリューションズ㈱
(1)伊藤忠テクノソリューションズ㈱公共システム部  (2)03-
6203-3910  (3)gaku.konishi@ctc-g.co.jp  (4)無料

11 イベント「パソコンで遊ぼう！」 6/12
胆振地方男女平等参画セ
ンター
(室蘭市）

 会員と一般市民の方々を対象に、パソコンを楽しむことをテーマと
した講演会とパソコン体験会を通して、情報通信の楽しさを実感し
ていただきます。

NPOシニアネットいぶり
(1)NPOシニアネットいぶり  (2)0143-45-5051  (3)e-
kobuta@smail.plala.or.jp  (4)無料

12
ROBOMEC 2010 in 旭川 市民参加企画
「体験!!ロボットサイエンス」

6/13
旭川市科学館「サイパル」
（旭川市）

ROBOMEC 2010 in 旭川の開催に合わせて、ロボティクス・メカトロ
ニクス技術について広く市民に広報します。ロボット展示、ロボット
製作、講演会などを行います。

ROBOMEC 2010 実行委員会
(1)ROBOMEC 2010 実行委員会  (2)011-706-6445
(3)ikuo@complex.eng.hokudai.ac.jp  (4)無料

13
「地上デジタル放送完全移行まであと４００日」受
信相談コーナーの開設

6/19 未定
地上デジタルテレビ放送への完全移行に向けて、地域住民により
一層の理解を深めていただくことを目的として、周知広報を行うと
ともに、受信相談等の相談コーナーを開設します。

北海道中央テレビ受信者支援センター
北海道総合通信局
北海道テレコム懇談会

(1)北海道総合通信局 デジタル放送受信者支援室 (2)011-
709-2311 （内線:4667）  (3)chidegi-hokkaido@ml.soumu.go.jp
(4)無料

14 北海道映像コンテスト2010
作品募集：
4/1～5/15、
表彰式：6/28

ホテル札幌ガーデンパレ
ス
（札幌市）

北海道在住の学生、アマチュア、プロを対象とした映像コンテスト
で６部門を募集。また、最優秀作品は「全映協グランプリ」に応募
します。

（社）北海道映像関連事業社協会 (1)（社）北海道映像関連事業社協会  (2)011-632-8920
(3)hokueiren@eolas-net.ne.jp  (4)無料

15 電波の安全性に関する説明会 6/29
札幌第１合同庁舎
（札幌市）

一般の方々を対象に、電波の性質や人体に与える影響について
分かりやすく説明し、電波の安全性について正しい理解を深めて
いただくことを目的に開催します。

北海道総合通信局
（社）電波産業会
北海道テレコム懇談会

(1)北海道総合通信局　電波監理部電波利用環境課
(2)011-709-2311 （内線:4743）  (3)kankyoshuchi-
hokkaido@soumu.go.jp   (4)無料

16 小学校における電波教室 6月下旬 未定
小学校高学年を対象に、「電波とは何か」などをテーマに、分かり
やすく説明し、トランジスタラジオの製作を通じて、電波の大切さを
理解していただきます。

北海道電波適正利用推進員協議会
(1)北海道総合通信局　電波監理部電波利用環境課
(2)011-709-2311 （内線:4743）  (3)kankyoshuchi-
hokkaido@soumu.go.jp   (4)無料

17
戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）研
究開発課題成果発表会

6月下旬
札幌市内ホテル（予定）
（札幌市）

SCOPEの平成20年度及び平成21年度の地域ICT振興型研究開
発課題の研究の成果発表及び研究者や地域のICT関係者との意
見交換を行います。

北海道総合通信局
(1)北海道総合通信局 情報通信部電気通信事業課
(2)011-709-2311 （内線:4708）  (3)shien-
hokkaido@soumu.go.jp  (4)無料

行　事　概　要 主　　催開　催　場　所NO 行　　事　　名 開催日程



平成22年度 情報通信月間　開催済み行事 参考

（開催日順）

お問い合わせ等

(1)団体名　(2)電話　(3)e-mail 　(4)入場料

1 札幌市消費者センター「消費生活講座」 4/26
札幌エルプラザ

(札幌市）

市民を対象（特に子どもに携帯を持たせることを考えている保護
者）にインターネットや携帯電話の安全・安心利用に関する啓発を
行う。

札幌市消費者センター
(1)札幌市消費者センター　啓発担当  (2)011-728-3131
(3)12@shohi.sl-plaza.jp  (4)無料

2 北海道テレコム懇談会　通常総会記念講演会 4/27
JRタワーホテル日航札幌

（札幌市）
情報通信に関する理解を深めていただくための講演会を開催しま
す。

北海道テレコム懇談会
(1)北海道テレコム懇談会  (2)011-709-2311 （内線:4715）
(3)telekon-hokkaido1985@tele-kon.gr.jp  (4)無料

3
平成22年度北海道地方非常通信協議会定期総会記念
講演会

4/28
ホテルポールスター札幌

（札幌市）
非常災害時等における防災対策、災害情報の確保等に関する講
演会を開催します。

北海道総合通信局
北海道地方非常通信協議会

(1)北海道総合通信局  (2)011-709-2311 （内線:4651）
(3)do-hijyo@soumu.go.jp  (4)無料

4 地域情報化セミナー「映像で別海を発信しよう!!」 5/2～4
別海マルシェ会場

（別海町）

映像情報発信、ネットワークづくりの可能性について、来場者とと
もにワークショップ形式で実施。情報通信の楽しさに慣れ親しんで
いただきます。

NPO札幌ビズカフェ
(1)NPO札幌ビズカフェ  (2)011-210-6516
(3)takumimi@gmail.com  (4)無料

NO 行　　事　　名 開催日程 開　催　場　所 主　　催行　事　概　要


