全国ブロック別イベント（平成25年1月25日時点）
ブロック

開催日

北海道 2月20日（水）

行事名

情報セキュリティセミナー 仙台ガーデンパレス（仙台
総務省東北総合通信局
2013 in 仙台
市宮城野区榴岡4-1-5）

2月20日（水）

関東

2月21日（木） 関東テレコム講演会

近畿

九段第三合同庁舎共用会 総務省関東総合通信局、テレコム
議室
サービス協会関東支部

九州

連絡先

総務省東北総合通信局
総務部 総務課企画広報室
電話：022-221-0638
総務省関東総合通信局
情報通信部 電気通信事業課
電話：03-6238-1671

メルパルク名古屋 ３階「カ
総務省東海総合通信局
総務省東海総合通信局、東海情報
2月13日（水） 情報セキュリティセミナー トレアの間」（名古屋市東区
情報通信部 電気通信事業課
通信懇談会
葵３－１６－１６）
電話：052-971-9403
総務省信越総合通信局、信越情報 総務省信越総合通信局
松本東急イン(長野県松本
通信懇談会、NPO法人長野情報通 情報通信部 電気通信事業課
市)
信研究所
電話：026-234-9952

2月13日（水）

情報通信サービス安心・
安全利用セミナー

2月14日（木）

大阪府立労働センター（エ 総務省近畿総合通信局、テレコム 総務省近畿総合通信局
平成24年度情報セキュリ
ル・おおさか） 南ホール（大 サービス協会近畿支部、近畿情報 情報通信部 電気通信事業課
ティ＆危機管理セミナー
阪市中央区北浜東3-14） 通信協議会
電話：06-6942-8517

2月16日（土）

サイバーセキュリティ・カ
レッジin広島2013

広島平和記念資料館（東
館）

広島県警察本部、広島市、広島県 総務省中国総合通信局
インターネットセキュリティ対策推進 情報通信部 電気通信事業課
協議会、総務省中国総合通信局
電話：082-222-3377

2月28日（木）

セキュリティセミナー in
鳥取

とりぎん文化会館 第2会
議室（鳥取県鳥取市）

総務省中国総合通信局
総務省中国総合通信局、鳥取県警
情報通信部 情報通信振興課
察本部、中国情報通信懇談会
電話：082-222-3324

中国

四国

主催

札幌第一合同庁舎 ２階
総務省北海道総合通信局
情報セキュリティセミナー
総務省北海道総合通信局・北海道
講堂（札幌市北区北８条西
総務部 総務課企画広報室
北海道 ２０１３（仮称）
テレコム懇談会（調整中）
２丁目）
電話：011-709-4685（内線 4685）

東北

中部

会場

情報セキュリティシンポジウム道後
松山市立子規記念博物館
2月28日（木） 情報セキュリティシンポジ
２０１３ 実行委員会（構成団体は
（愛媛県松山市道後公園1～3月2日（土） ウム道後２０１３
総務省四国総合通信局のほか地
30） 他
元自治体、ＩＴ企業等）
2月4日（月）

サイバーセキュリティ・カ
レッジｉｎ熊本２０１３

特定非営利活動法人
愛媛県ＩＴ推進協会
電話:089-911-1640
E-mail:ssd@ehime-it.org

熊本地方合同庁舎１０Ｆ会 総務省九州総合通信局、熊本県警 総務省九州総合通信局
議室 （熊本市西区春日２丁 察本部、熊本県情報セキュリティ推 情報通信部 電気通信事業課
目１０番１号）
進協議会
電話：096-326-7862

※参加を御希望の方は、上記連絡先までお問合せ下さい。

「情報セキュリティ月間」関連行事（平成25年1月25日時点）
開催日

行事名

会場

主催

12月14日（金）
情報通信の安心安全な利用のための標語募集
～2月28日（木）

http://www.fmmc.or.jp/hyogo/

情報通信における安心安全推進協
議会

1月20日（日）
～3月2日（土）

ケータイモラルキャラバン隊（全国で6件開催）

別添１参照

別添１参照

1月22日（火）

ケータイ・ネット安全教室

フェイリス女学院中学校（神奈川県） NPO情報セキュリティフォーラム

1月24日（木）

制御システムセキュリティカンファレンス2013

コクヨホール（東京都港区港南1-8- 経済産業省、一般社団法人
35）
JPCERTコーディネーションセンター

1月25日（金）

Network Security Forum 2013（NSF2013）

ベルサール神保町（東京）

1月26日（土）
～3月3日（日）

都道府県警察等による情報セキュリティに関する講習会等（全国 全国の小・中学校及び高校、各地
で約4800件開催）
のイベント会場等

各都道府県警察等

1月26日（土）
～3月3日（日）

ｅ－ネット安心講座（全国で115件開催）

別添２参照

一般財団法人マルチメディア振興セ
ンター

別添３参照

経済産業省、NPO日本ネットワーク
セキュリティ協会（JNSA）

福岡市

個人

1月26日（土）
インターネット安全教室（全国で23件開催）
～2月27日（水）

NPO日本ネットワークセキュリティ協
会（JNSA）

1月26日（土）

Hack in the Cafe Fukuoka

1月29日（火）

一般社団法人 テレコムサービス協会沖縄支部 第２回 講演会 ザ・ナハテラス （那覇市内在）

一般社団法人 テレコムサービス協
会沖縄支部

2月1日（金）

第8回DBSC早春セミナー

新宿住友スカイルーム「room5+6+7」

データベース・セキュリティ・コンソー
シアム

ＣＴＦチャレンジジャパン２０１２

UDX GALLERY NEXT
（東京都千代田区外神田4-14-1 4
階）

ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会
社（平成２４年度経済産業省委託事
業）

2月2日（土）

「情報セキュリティ月間」セミナー

かながわ県民センター2階ホール

神奈川県、横浜市、神奈川県警察、
NPO情報セキュリティフォーラム

2月5日（火）

IT資産管理（ITAM）に関する説明会

内幸町ホール（東京都千代田区内
幸町1-5-1）

日本情報経済社会推進協会
（JIPDEC)

2月5日（火）

名古屋市PTA活動研究大会
デジタル社会を生きる子たちのネット・ケータイ・スマートフォン 名古屋市公会堂
～安全の鍵は「フィルタリング」と「ウィルス対策」と「人の意識」～

名古屋市教育委員会

2月6日（水）

情報セキュリティセミナー

東京大学理学部化学本館5F講堂

東京大学

2月6日（水）

ホワイトハッカーを目指す方のセキュリティセミナー

KENスクール新宿本校

KENスクール、CompTIA日本支局

2月6日（水）

サイバー攻撃対策のためのログ分析講座（基礎編）
～ログの基礎からAPTによる攻撃の解析まで～

プレミア東陽町ビル

特定非営利活動法人日本セキュリ
ティ監査協会、株式会社ディアイティ

2月6日（水）

第四回保安電子通信技術セミナー・展示会

東京国際フォーラム

一般財団法人保安通信協会

2月8日（金）

29 SEC 2013

平河町森タワー2階（東京都千代田
29 SEC 2013 実行委員会
区平河町2-16-1）

2月8日（金）

第７回セキュリティーセミナー

新潟大学 新潟駅南キャンパス「とき 特定非営利活動法人 新潟情報通
めいと」
信研究所、信越情報通信懇談会

インターネット被害未然防止講座（神奈川県で4件開催）

別添４参照

NPO情報セキュリティフォーラム

セキュリティ・キャンプフォーラム

フラクシア東京ステーション

独立行政法人情報処理推進機構、
セキュリティキャンプ実施協議会

2月2日（土）
～2月3日（日）

2月9日（土）
～3月2日（土）
2月9日（土）

開催日

行事名

会場

主催

2月13日（水）

平成２４年度情報セキュリティセミナー

文部科学省（東館３階講堂）

文部科学省

2月13日（水）

「安心ネット相談サイト」活用セミナー

いきいきプラザ島根（島根県松江
市）

青少年安心ネット実行委員会事務
局

2月14日（木）

NICT情報通信セキュリティシンポジウム2013

品川フロントビル会議室（東京都港
情報通信研究機構
区港南2-3-13）

2月14日（木）

LOVE PC 2013 活動発表会

日本マイクロソフト 品川オフィス
情報セキュリティ対策推進コミュニ
（東京都港区江南2-16-3 品川グラ
ティ
ンドセントラルタワー）

2月15日（金）

身近な情報セキュリティ入門講座

三鷹市市民協働センター

特定非営利活動法人みたか市民協
働ネットワーク

2月15日（金）

第31回ISSスクエア水平ワークショップ

情報セキュリティ大学院大学

ISSスクエア

2月16日（土）

ばりかた・セキュ鉄合同勉強会

福岡市

個人

2月19日（火）

「安心ネット相談サイト」活用セミナー

ビッグハート出雲（島根県出雲市）

青少年安心ネット実行委員会事務
局

2月20日（水）

「安心ネット相談サイト」活用セミナー

市民学習センター（島根県益田市）

青少年安心ネット実行委員会事務
局

2月21日（木）

ITセキュリティセミナー

独立行政法人物質・材料研究機構 独立行政法人物質・材料研究機構
第一会議室
総務部門ＩＴ室

2月22日（金）

IPA重要インフラ情報セキュリティシンポジウム2013

2月23日（土）

トークイベント「サイバーセキュリティの最先端 ～対サイバー攻撃
日本科学未来館
アラートシステムDAEDALUS～」

日本科学未来館

2月25日（月）

警察政策学会ミニフォーラム（仮称）

グランドアーク半蔵門

警察政策学会情報技術犯罪対策部
会

2月26日（火）

BCMS普及セミナー（仮）

東京コンファレンスセンター・品川
日本情報経済社会推進協会
（東京都港区港南 1-9-36アレア品 （JIPDEC)、日本マネジメントシステ
川）
ム認証機関協議会（JACB）

2月27日（水）

2012年度第9回JASA月例セミナー

公益財団法人東京都中小企業振興 特定非営利活動法人日本セキュリ
公社
ティ監査協会

2月27日（水）

情報セキュリティセミナー

静岡県教育会館

東海情報通信懇談会静岡地区連絡
会

和歌山工業高等専門学校

和歌山工業高等専門学校

名古屋工業大学 0211（F1)教室

名古屋工業大学

2月28日（木）
サイバー犯罪防止対策について（仮称）
又は3月1日（金）

ベルサール飯田橋駅前

独立行政法人情報処理推進機構

2月28日（木）

平成24年度情報セキュリティセミナー

2月28日（木）

IT Forum大阪 「地方自治組織における危機管理」～サイバー攻 メルパルク大阪 （大阪府大阪市淀
撃対応編 Vol.2 ～
川区宮原4－2－1）

経済産業新報社

3月2日（土）

遠隔操作ウィルスの誤認逮捕からみた今後の情報セキュリティ

電気通信大学 西9号館135教室

日本セキュリティ・マネジメント学会

3月2日（土）

第5回全国情報セキュリティ啓発シンポジウム「インターネット安
全教室 in ソラマチ」

東京ソラマチ スペース６３４

経済産業省、NPO日本ネットワーク
セキュリティ協会（JNSA）

3月5日（火）

第1回「情報セキュリティエコノミクス」シンポジウム

コクヨホール（東京都港区港南1-8独立行政法人情報処理推進機構
35）

3月8日（金）

ISMS適合性評価制度に関する説明会（仮）

秋葉原コンベンションセンター 秋葉
日本情報経済社会推進協会
原ダイビル2Ｆ（東京都千代田区外
（JIPDEC)
神田1-18-13 ）

別添１

ケータイモラルキャラバン隊
ケータイモラルキャラバン隊とは

インターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を周知するため、有識者によるキャラバン隊を
結成し、全国6ヶ所で保護者を対象とした学習・参加型のシンポジウムを開催するもの。
開催日

会場

主催

1月20日（日） 南日本新聞みなみホール（鹿児島県鹿児島市）

株式会社情報通信総合研究所、文部科学省、鹿児島県ＰＴＡ連合会

1月28日（月） 仙台イズミティ２１（宮城県仙台市 ）

株式会社情報通信総合研究所、文部科学省、仙台市ＰＴＡ協議会

2月2日（土） 地場産業振興センター（石川県金沢市）

株式会社情報通信総合研究所、文部科学省、石川県ＰＴＡ連合会

2月6日（水） 札幌生涯学習センター（北海道札幌市）

株式会社情報通信総合研究所、文部科学省、札幌市ＰＴＡ協議会

2月23日（土） 姫路文化センター（兵庫県姫路市）

株式会社情報通信総合研究所、文部科学省、兵庫県ＰＴＡ協議会

3月2日（土） 黒崎ひびしんホール（福岡県北九州市）

株式会社情報通信総合研究所、文部科学省、北九州市ＰＴＡ協議会

別添２

ｅ－ネット安心講座一覧
ｅ－ネット安心講座とは

子供たちをインターネット上のトラブルから守るために、主に保護者や教職員向けに、インターネットの安
心、安全利用に向けた啓発のための講座を実施するもの。
（主催）一般財団法人マルチメディア振興センター
（協力）総務省、文部科学省
開催日
1月26日（土）
1月26日（土）
1月27日（日）
1月27日（日）
1月27日（日）
1月28日（月）
1月28日（月）
1月28日（月）
1月28日（月）
1月28日（月）
1月29日（火）
1月29日（火）
1月30日（水）
1月30日（水）
1月30日（水）
1月30日（水）
1月30日（水）
1月31日（木）
1月31日（木）
1月31日（木）
1月31日（木）
1月31日（木）
2月1日（金）
2月1日（金）
2月1日（金）
2月1日（金）
2月1日（金）
2月1日（金）
2月1日（金）
2月2日（土）
2月2日（土）
2月2日（土）
2月2日（土）
2月4日（月）
2月4日（月）
2月5日（火）
2月5日（火）
2月5日（火）
2月6日（水）
2月7日（木）
2月7日（木）
2月8日（金）
2月8日（金）
2月8日（金）
2月9日（土）
2月9日（土）
2月9日（土）
2月12日（火）
2月12日（火）
2月13日（水）
2月13日（水）
2月14日（木）
2月14日（木）
2月14日（木）
2月14日（木）
2月14日（木）

会場
三重県三重県立いなべ総合学園高等学校
東京都目黒区立油面小学校 視聴覚室
高知県黒潮町立入野小学校
高知県須崎市立上分小中学校
東京都大田区立仲六郷小学校
青森県六戸町立大曲小学校
兵庫県神戸常磐大学
京都府京都市立新洞小学校
大阪府大阪市立阿倍野小学校
広島県東広島市立西志和小学校
秋田県大館国際情報学院メディアホール
沖縄県名護市中央公民館
長野県伊那市立春富中学校
福岡県北九州市立志井小学校
東京都目黒区立五本木小学校
岩手県西和賀町立湯田中学校
栃木県足利市立毛野中学校
京都府宮津市立栗田中学校
東京都社会福祉法人東京サレジオ学園
大阪府枚方市立交北小学校 図書室
大阪府大東市立大東中学校
東京都私立帝京高等学校
茨城県取手市立白山西小学校
高知県いの町立吾北小学校
青森県六戸町立六戸小学校
愛知県知立市中央公民館
徳島県北島町立北島北小学校
熊本県熊本市立一新小学校
大阪府枚方市立交北小学校 図書室
富山県射水市立太閤山小学校ランチルーム
滋賀県長浜市立余呉小学校
千葉県八千代市立米本南小学校
三重県玉城町立有田小学校
千葉県千葉市立土気南中学校
富山県富山県高岡総合庁舎
宮城県仙台市立秋保中学校 ３Ｆ多目的ホール
京都府京田辺市立松井ケ丘小学校
埼玉県秩父市立尾田蒔中学校
広島県広島市立日浦小学校
徳島県鳴門教育大学付属中学校
千葉県市原市立姉崎小学校 特別教室
沖縄県糸満南小学校
埼玉県埼玉県東松山市立青鳥小学校
埼玉県朝霞市立朝霞第一小学校 多目的室
東京都豊島区立椎名町小学校
大阪府堺市立美原西小学校
長野県佐久長聖高等学校
三重県津市立大里小学校 パソコン教室
埼玉県埼玉県立越谷総合技術高等学校
大阪府大阪市立大隅東小学校
長野県諏訪市立湖南小学校
長野県小海高等学校 同窓会館
宮崎県都城市教育委員会西岳地区公民館
新潟県燕市立吉田小学校
埼玉県桶川市立桶川西小学校
兵庫県神戸市立本多聞小学校

申込者
三重県立いなべ総合学園高等学校ＰＴＡ
東京都目黒区立油面小学校
高知県黒潮町立入野小学校
高知県須崎市立上分小学校 上分中学校
東京都大田区立仲六郷小学校
青森県六戸町立大曲小学校
神戸常磐大学
京都府京都市立新洞小学校
大阪市立阿倍野小学校6年
広島県東広島市立西志和小学校
秋田県立大館国際情報学院中学校
名護市教育委員会学校教育課学級経営研修会
長野県伊那市立 春富中学校 PTA
福岡県北九州市立志井小学校
目黒区立五本木小学校
西和賀町立湯田中学校
毛野地区健全育成連絡協議会
京都府宮津市立栗田中学校
東京都社会福祉法人東京サレジオ学園
大阪府枚方市立交北小学校
大東市立大東中学校第1学年
私立帝京高等学校
茨城県取手市立白山西小学校
高知県いの町立吾北小学校
青森県六戸町立六戸小学校
愛知県知立市情報モラル向上推進委員会
徳島県北島町立北島北小学校
熊本県熊本市立一新小学校
大阪府枚方市立交北小学校
富山県射水市立太閤山小学校ＰＴＡ
滋賀県長浜市立余呉小学校
千葉県八千代市立米本南小学校
三重県玉城町立有田小学校
千葉県千葉市立土気南中学校
西部教育事務所
宮城県仙台市立秋保中学校
京都府京田辺市立松井ケ丘小学校
埼玉県秩父市立尾田蒔中学校
広島県広島市立日浦小学校
鳴門教育大学付属中学校
千葉県市原市立姉ヶ崎小学校
沖縄県糸満南小学校
東松山市立青鳥小学校ＰＴＡ
埼玉県朝霞市立朝霞第一小学校
東京都豊島区立椎名町小学校
大阪府堺市立美原西小学校
長野県佐久長聖高等学校
三重県津市立大里小学校
埼玉県立越谷総合技術高等学校
大阪府大阪市立大隅東小学校
長野県諏訪市立湖南小学校
小海高校 １学年
西岳地区青少年育成協議会
燕市立吉田小学校 5年生児童保護者
埼玉県桶川市立桶川西小学校
兵庫県神戸市立本多聞小学校

開催日
2月14日（木）
2月15日（金）
2月15日（金）
2月15日（金）
2月15日（金）
2月15日（金）
2月15日（金）
2月15日（金）
2月15日（金）
2月16日（土）
2月16日（土）
2月16日（土）
2月16日（土）
2月16日（土）
2月18日（月）
2月18日（月）
2月18日（月）
2月18日（月）
2月19日（火）
2月19日（火）
2月19日（火）
2月19日（火）
2月19日（火）
2月20日（水）
2月20日（水）
2月21日（木）
2月22日（金）
2月22日（金）
2月22日（金）
2月22日（金）
2月23日（土）
2月24日（日）
2月25日（月）
2月26日（火）
2月26日（火）
2月26日（火）
2月27日（水）
2月28日（木）
3月1日（金）
3月1日（金）
3月1日（金）
3月1日（金）
3月3日（日）

会場
島根県出雲市立今市小学校
神奈川県横浜市立東本郷小学校
福井県仁愛女子高等学校
岡山県浅口郡里庄町 里庄総合文化ホール
新潟県新潟市立大野小学校
岐阜県大垣市立東小学校
栃木県栃木市立栃木第四小学校
兵庫県兵庫県民会館会議室
島根県邑南町立羽須美中学校
東京都青戸小学校 会議室
東京都葛飾区立奥戸小学校
富山県富山市立八尾小学校
長野県佐久長聖高等学校
東京都児童養護施設聖フランシスコ子供寮 ホール
愛知県蟹江町立蟹江中学校
大阪府堺市立少林寺小学校
長野県茅野市立金沢小学校
埼玉県宮代町立須賀中学校
愛知県知立市立知立西小学校
大阪府八尾市立志紀小学校 多目的室
愛知県豊田市立五ケ丘小学校
沖縄県うるま市立南原小学校
東京都目黒区立下目黒小学校 多目的室
青森県鶴田町立鶴田小学校
埼玉県戸田市立戸田東中学校 多目的室
栃木県足利市立御厨小学校
大阪府吹田市立片山中学校
茨城県水戸市立寿小学校
神奈川県横浜市立すみれが丘小学校
沖縄県浦添市立浦城小学校
三重県鈴鹿市牧田コミュニティセンター
千葉県千葉県立特別支援学校 流山高等学園
神奈川県神奈川県立小田原養護学校
静岡県浜松市立北浜東小学校 コンピュータ室
北海道札幌市立山の手南小学校
兵庫県稲美町立加古小学校
大阪府大阪市立関目小学校 多目的室
熊本県熊本市立託麻西小学校
茨城県稲敷市立あずま南小学校
埼玉県小鹿野町立両神中学校
北海道苫小牧工業高等専門学校
福島県東白川郡塙町立笹原小学校
石川県ラポルトすず

申込者
島根県出雲市立今市小学校
神奈川県横浜市立東本郷小学校
福井県仁愛女子高等学校
岡山県里庄町立里庄中学校
新潟県新潟市立大野小学校
岐阜県大垣市立東小学校
栃木県栃木市立栃木第四小学校
兵庫県企画県民部県民文化局青少年課指導係
島根県邑南町立羽須美中学校
東京都葛飾区立青戸小学校
東京都葛飾区立奥戸小学校
富山県富山市立八尾小学校ＰＴＡ龍蟠会
長野県佐久長聖高等学校
東京都児童養護施設聖フランシスコ子供寮
愛知県蟹江町立蟹江中学校
大阪府堺市立少林寺小学校
茅野市立金沢小学校5，6学年
埼玉県宮代町立須賀小学校
愛知県知立市立知立西小学校
大阪府八尾市立志紀小学校
愛知県豊田市立五ケ丘小学校
沖縄県うるま市立南原小学校
東京都目黒区立下目黒小学校
鶴田町立鶴田小学校
埼玉県戸田市立戸田東中学校
栃木県足利市立御厨小学校
吹田市立片山中学校PTA
茨城県水戸市立寿小学校
神奈川県横浜市立すみれが丘小学校PTA
沖縄県浦添市立浦城小学校
鈴鹿市青少年育成市民会議
KOYOクラブ
神奈川県立小田原養護学校
静岡県浜松市立北浜東小学校
北海道札幌市立山の手南小学校
兵庫県稲美町立加古小学校
大阪府大阪市立関目小学校
熊本県熊本市立託麻西小学校
茨城県稲敷市立あずま南小学校
埼玉県小鹿野町立両神中学校１，２年生
北海道苫小牧工業高等専門学校
塙町立笹原小学校
珠洲市

注：同一日に同一会場で複数の講座を開催する場合もあります。

インターネット安全教室一覧

別添３

インターネット安全教室とは
家庭や学校からインターネットにアクセスする人々を対象に、どうすればインターネット
を安全快適に使うことができるか、被害にあったときにはどうすればいいかなど、情報セ
キュリティに関する基礎知識を学習する場を提供するもの。
（主催）経済産業省、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
開催日

会場

1月26日（土）

栃木市栃木公民館（栃木県）

1月30日（水）

佐賀市高木瀬公民館（佐賀県）

1月31日（木）

東大阪市立森河内小学校（大阪府）

1月31日（木）

河内長野市立長野小学校（大阪府）

2月7日（木）

太田市立宝泉南小学校（群馬県）

2月7日（木）

富田林市立人権文化センター（大阪府）

2月7日（木）

久米島町立久米島小学校（沖縄県）

2月7日（木）

久米島町立大岳小学校（沖縄県）

2月7日（木）

久米島町立久米島西中学校（沖縄県）

2月8日（金）

久米島町立美崎小学校（沖縄県）

2月8日（金）

久米島町立仲里小学校（沖縄県）

2月8日（金）

久米島町立比屋定小学校（沖縄県）

2月13日（水）

葉山町福祉文化会館（神奈川県）

2月16日（土）

四日市市塩浜地区市民センター（三重県）

2月16日（土）

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ（香川県）

2月17日（日）

宮崎市佐土原総合文化センター（宮崎県）

2月19日（火）

岡山学芸館高校（岡山県）

2月20日（水）

河内長野市立美加の台小学校（大阪府）

2月21日（木）

アバンセ（佐賀県）

2月21日（木）

くまもと県民交流館パレア（熊本県）

2月22日（金）

海老名市役所（神奈川県）

2月23日（土）

旭川市科学館（北海道）

2月27日（水）

北九州市曽根東市民センター（福岡県）

インターネット被害未然防止講座一覧

別添４

インターネット被害未然防止講座とは
ワンクリック請求やネットショッピングの被害やトラブルに遭わないように、インターネッ
トや消費者生活に関する知識や情報を提供する講座。
（主催）特定非営利活動法人 NPO情報セキュリティフォーラム
開催日

会場

2月9日（土）

鎌倉早見美容芸術専門学校（神奈川県）

2月16日（土）

湘南歯科衛生士専門学校（神奈川県）

2月24日（日）

学校法人 岩崎学園（神奈川県）

3月2日（土）

横須賀法律行政専門学校（神奈川県）

