
平成２７年度

情報通信月間　参加行事一覧表

問合せ先等主催内容開催場所日程行事名
<行事コード>

①（一社）石川県情報システム
工業会

②076　267　4741
③isajim@isa.or.jp
④無料

（一社）石川県情報シス
テム工業会4K

4Kテレビの利活用について会場内特別ブー
スにて紹介します。

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/14
～
5/16

4Kテレビの利活用の展示紹介
<Ec05M>

①NPO法人ケーネット知楽
市

②076　267　4742
③jimukyoku@chirakuichi.com
④無料

NPO法人ケーネット
知楽市

企業を定年退職したシニアが知識や経験を活
かし、ICTに不慣れな障害者や子ども・高齢
者等へICT利活用を支援する地域活動の事例
紹介と、シニアのICT活用生活を勧めます。
http://www.chirakuichi.com

石川県産業展示館
（金沢市）

5/14
～
5/15

アクティブシニアのICT活用生
活　定年退職後をどう生きる　

<Ec09M>

①総務省北陸総合通信局　放
送課

②076　233　4490
③hokuriku-hoso@soumu.go.jp
④無料

（一社）石川県情報シス
テム工業会
ＮＨＫ金沢放送局

第30回いしかわ情報システムフェア（e　
messe kanazawa 2015）に4K・8Kや ハ イ
ブリットキャストをデモ展示するとともに、
専門家を迎えての講演会を開催します。

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/14
～
5/16

8Kデモ展示&講演会
<Eb03M>

①（株）NTTドコモ　北陸支社
法人営業部
②076　225　2045

（株）NTTドコモ　北
陸支社

「e-messe Kanazawa 2015」ブースにて、
教育分野の新領域サービスとして無料で学べ
る大学講座サービス「gacco」をご紹介しま
す。
http://www.nttdocomo.co.jp/

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/14
～
5/16

ドコモの先進的なモバイル技術
を応用した新たな企業ソリュー
ションのご紹介

<Ec13M>
①北陸総合通信局電気通信事
業課

②076　233　4422
③hokuriku-jigyo_jigyo@soumu.go.jp
④無料

北陸総合通信局
北陸情報通信協議会
富山県青少年安心・安
全ネット利用促進連絡
会

スマートフォンや携帯電話等による青少年の
安心・安全なインターネット利用環境の向上
を図るため、保護者、PTA、教職員等を対象
としてセミナーを開催します。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/

未定（富山市内）
（富山市）5月中旬

青少年安心・安全ネットづくり
セミナーin富山

<Ed01M>

①（一社）石川県情報システム
工業会

②076　267　4741
③isajim@isa.or.jp
④無料

（一社）石川県情報シス
テム工業会

ICTを利活用した教育推進関連事業の紹介。
日本版MOOC（GACCO）の紹介他関連セミ
ナーを開催します。

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/15
ICTを利活用した教育推進事業
について

<Ec02M>

①（一社）日本アマチュア無線
連盟　富山県支部

②076　445　6702
③takamura@eng.u-toyama.ac.jp
④無料

（一社）日本アマチュア
無線富山県支部

小中学生を対象としたAMラジオの製作を通
して、目に見えない電波の不思議さやモノづ
くりの楽しさを体験します。
http://www.jarl.com/toyama/

富山市八尾公民館
（富山市）5/17ラジオ製作教室

<Ec14M>

①（一社）福井県情報システム
工業会

②0776　55　0309
③info@e-fas.net
④無料

（一社）福井県情報シス
テム工業会

人とモノとビジネスがネットで繋がり、新しい市場が創発して
います。ビジネスチャンスをつかみ、生活者に価値を提供する
ために、企業の連携とスピーディな新サービスの創造が必要。
http://www.e-fas.net

ザ・グランユアー
ズフクイ

（福井市）

5/21

FAS総会における基調講演未来
を描き、今やるべき事～次の時
代をつくる企業になるために～

<Ec08M>
①電波適正利用推進員協議会
北陸事務局

②076　261　3592
③hokuriku-se@cleandenpa.net
④無料

富山県電波適正利用推
進員協議会

小学校高学年生を対象に、電波の話、電波実
験、ラジオ工作を行います。

二口コミュ二
ティーセンター
（射水市）

5/23こども電波教室
<Ec12M>



問合せ先等：①団体名　②電話番号　③e-mailアドレス　④入場料　

行事は予定も含まれており、実施にあたっては内容等が変更される場合があります。

最新情報は右記URLをご参照下さい。葛http://www.jtgkn.com

問合せ先等主催内容開催場所日程行事名
<行事コード>

①電波適正利用推進員協議会
北陸事務局

②076　261　3592
③hokuriku-se@cleandenpa.net
④無料

石川県電波適正利用推
進員協議会

小学校高学年生と保護者を対象に、電波の
話、電波実験、ラジオ工作を行います。

卯辰山公園健康交
流センター　千寿
閣
（金沢市）

5/24
こどもと保護者の楽しい電波教
室

<Ec11M>

①e教育サロン（事務局）
②076　264　6117
③salon@kepnet.co.jp
④無料

e教育サロン

大学教育においても盛んに導入が進められて
いるICTの価値ある利用について、斬新な試
みや失敗事例なども含めながら闊達な議論を
進めます。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/

金沢大学（予定）
（金沢市）5/30

大学教育でのICT活用の可能性
を探る

<Ec10M>

①北陸総合通信局総務課
②076　233　4448（内線4448）
③hokuriku-soumu@soumu.go.jp
④無料

北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

平成27年度「電波の日・情報通信月間」記
念式典を挙行し、情報通信の普及・発展に寄
与・貢献された個人・団体を表彰します。
http://www.soumu.go.jp/sotsu/hokuriku/index

未定（金沢市内ホ
テル）
（金沢市）

6/1
平成27年度「電波の日・情報
通信月間」記念式典

<Ea01M>

①総務省北陸総合通信局　情
報通信振興室

②076　233　4430
③hokuriku-shinkou@soumu.go.jp
④無料

北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

北陸地域においてG空間情報及びICTを利活
用した街づくりを推進するため、準天頂衛星
等の測位技術の最新動向やG空間情報を活用
の先進事例の紹介を行うセミナーを開催しま
す。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/

金沢市内
（金沢市）6月

北陸G空間×ICT街づくり推進
セミナー

<Eb01M>

①（一社）日本アマチュア無線
連盟　富山県支部

②076　445　6702
③takamura@eng.u-toyama.ac.jp
④無料

（一社）日本アマチュア
無線富山県支部

アマチュア無線波を利用したさまざまな取組
みを紹介する講演会を開催します。同時にラ
ジオ工作教室、電波伝搬体験、地域貢献活動
などの紹介を行います。
http://www.jarl.com/toyama/

射水市大江コミュ
ニティセンター
（射水市）

6/7
日本アマチュア無線連盟富山県
支部の集い

<Ec07M>

①富山県経営管理部情報政策
課

②076　444　3116（直通）（内線2503）
③toshinosuke.ito@pref.toyama.lg.jp
④無料

富山県高度情報通信
ネットワーク社会推進
協議会
富山県

講演を通じ、最新のICTに関する情報交換を
行うとともに、県内産学官のICT技術者等
が、日頃の活動の成果等を発表します。
http://e-toyama.info/wordpress/

富山県民会館304
号室
（富山市）

6/11とやまICTフォーラム2015
<Ec04M>

①いしかわ青少年安心ネット
づくり実行委員会（北陸携
帯電話販売店協会内）

②076　244　8303
③info@hokuriku-keitai.com
④無料

北陸総合通信局
北陸情報通信協議会
いしかわ青少年安心ネット
環境推進連絡会
いしかわ青少年安心ネット
づくり実行委員会

青少年の消費生活に必要な知識の普及および
スマートフォン利用時におけるトラブルや悪
質商法などによる被害防止を図るため、セミ
ナーを開催します。
http://www.hokuriku-keitai.com/index.html

未定（石川県内）6月上旬
～中旬

青少年安心・安全ネットづくり
セミナーinいしかわ（仮称）

<Ec01M>

①無線通信部陸上課
②076　233　4480
③rik-hijoukyo@soumu.go.jp
④無料

総務省北陸総合通信局
北陸地方非常通信協議
会
北陸情報通信協議会

非常災害時における通信確保の課題や地域住
民への情報伝達の在り方に関する講演会を開
催します。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/hijokyo/index.html

未定
（金沢市）6月上旬非常通信講演会

<Ec03M>

①日本電気株式会社　北陸支
社　公共第一営業部

②076　232　7301（内線3110）
③t-oota@cb.jp.nec.com
④無料

自治日報社
北陸地域の自治体職員を対象にICTを活用し
た先進テーマの講演及び、システム展示を行
い、参加団体の認識・理解を深めます。

石川県地場産業振
興 セ ン ター（予
定）
（金沢市）

6月中旬
（調整中）

自治体ソリューションフェアin
北陸

<Ec06M>

①北陸総合通信局　電気通信
事業課

②076　233　4421
③hokuriku-jigyo_seisaku@soumu.go.jp
④無料

北陸総合通信局
北陸情報通信協議会
ICT研究開発機能連携推進
会議
研究実施機関（各大学等）
研究分担機関

「SCOPE」を活用して北陸地域で研究され
た成果を発表していただき、北陸地域からの
イノベーション創出、ICTを活用した事業化
の促進につなげることを目的としてセミナー
を開催します。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/

未定（金沢市内ホ
テル）
（金沢市）

6月中旬
北陸地域ICTイノベーションセ
ミナー2015

<Eb02M>




