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●iOS SDK 開発勉強会
 https://www.facebook.com/groups
 /  232580933521033/
 毎週金曜日 第１部 18:00～21:00 オンラインで

開催。21:00 以降は第二部を開催。入会は、現

在のメンバーからの紹介のみ。2014 年 8 月 15 日で 207 回目。

●Windows Phone ハンズオン
 https://www.facebook.com/groups
/273162962715808/
広島を中心に活動する団体です。Microsoft の

スマートフォン Windows Phone や Windows 8 の

アプリケーションの開発を行っています。

●WEB TOUCH MEETING

http://webtouchmeeting.com/
主に広島県、中国地方の方を対象にウェブ周りの技術や知識に

関して自分は知ってる当たり前のことをまずはさわりの部分から

でもお互いにしあいましょうという会です。 2014 年 9 月で 71 回

目、毎月約 40 名の方が参加、メーリングリストには 160 名の方が

登録されています。

●NVDA ユーザ会広島
http://ja.nishimotz.com/nvda_hiroshima
(展示,セミナー)
オープンソースのスクリーンリーダー NVDA を
中心に、視覚障害を持つパソコン利用者や支援

者、情報アクセシビリティ関連の開発者・技術者の交流・勉強会

を行います。宇品公民館（広島市南区）などで活動。

●MT 広島 http://www.mt-hiroshima.net/

Movable Type（MT）を利用しているユーザーや製作者を中心に

活動しています。“MT day in Hiroshima”では、気軽に MT に関

する話ができる場として開催しています。

●LT 駆動開発
https://github.com/LTDD/Sessions/wiki
(展示,セミナー)
「勉強会で一番勉強になるのは発表者だ！」とい

う仮説を元に参加者が一ヶ月感に学んだことを 5
分から 10 分発表することで勉強をしようという勉強会です。つま

り、毎月ライトリングトークをできるように日々の開発をしよう！と

いうのが LT 駆動開発のです。毎月第１土曜日にコワーキングス

ペース ShakeHands で開催しています。

●OpenStreatMap  Hiroshima
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Hiroshima  (展示)
広島県(付近でも可)マップ作成についての意見交換のためのコ

ミュニティです。マッピングパーティおよび、OSC などでブース出

展やセミナーを行っています。

●オープンラボ備後
https://sites.google.com/site/openlabbingo/
 備後地方を中心とした IT をキーワードにした勉強会です。IT
のにおいがすれば何でもネタにして話したり聞くことが出来ます。

最近は開催をご無沙汰していますが、再開すべく準備していま

す。

●Google Developer Group 中国

https://sites.google.com/site/gdgchugokuofficial/  (展示,セミナー)
Google Developer Group 中国は Google 公認のユーザ会です。

Google が提供しているサービス、API、ライブラリなど、Google
技術全般を扱っています。現在は、岡山、広島を中心に 2、3 ヶ

月に 1 度のペースでイベントを開催しています。

内容は発表、ハンズオン、ハッカソンなどをやっています。

Google 技術に興味がある方はご参加下さい。

※広島で会議室を使わせてくれる方大募集中！

●Cocoa 勉強会広島 　
http://nshiroshima.github.io/
NEXTSTEP から継がれた Cocoa。その勉強会

が関東や関西などでは活発に行われています。

Cocoa 勉強会を広島でも作りたいと長らく思って

おり、2010 年についに結成致しました。しかしまだ第 1 回しか行

われてないというていたらくっぷです。

Cocoa は最近では OS X のみならず iOS で世界中の人が勉強

し、楽しんでいます。第 2 回以降の開催を目指したいと思います。

是非とも興味のある方はお声をおかけ下さい。

●concrete5 in HIROSHIMA
https://www.facebook.com/groups/
concrete5hiroshima/    (展示,セミナー)
CMS Concrete5 を勉強したい人たちのための広

島のコミュニティです。

 ●CSS Nite in HIROSHIMA
http://cssnite.webtouchmeeting.com/
Web制作に関わる方のためのセミナーイ

ベントと題したものの地方広島版です。著名人を招くだけでなく、

地方で活躍している方にもスポットを当て、プレゼンテーションや

デモンストレーションを通して、「最新鋭の Web制作のノウハウ」

や「効果の出る Web サイト」を参加者全員で共有しています。書

籍やサイトからの情報では得にくい「最新の」ノウハウが習得でき

ると、多くの Web 関係者から注目を集めているイベントです。ま

た、同業者とのつながりをリアルで感じることができるのも魅力の

ひとつです。

●JSers' Cafe ZERO 
http://jczero.doorkeeper.jp/
JavaScript に関する知識を増やすことと参加者

同士の Give&Take を目的としたコミュニティです。

Cafe に集まって JavaScript談義やもくもく PC に

向かって手を動かしてみたりしています。

週末（土日）に不定期（月に 1 回程度？）にやってます。

●JAWS-UG 広島    
http://jaws-ug.jp/bc/hiroshima/
Amazon Data Services Japan
によって提供されている各種

サービスの利用方法について、

実績や実例を元に３ヶ月に１回程度の頻度で勉強会を開催して

います。その他、EC2 を中心としたハンズオンも不定期に開催し

ています。
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●すくすくスクラム広島 http://sukusuku-scrum.org/
すくすくスクラムの広島支部です。

始まったばかりですが広島で Scrum、Agile等について皆さんが

経験や情報の共有、また相互に改善や気づきを言い合える場を

目指しているコミュニティです。

 ●すごい広島

 http://great-h.github.io/  (展示，セミナー)
広島のすごい人たちに気軽に話を聞ける場所を

作ろうということで、IT や WEB に関わる人たちが

毎週水曜日の 18時から 21時にコワーキングス

ペース Movin'on に集まっています。ルールはアウトプットを Web
にひとつでも残して、すごい広島のウェブサイトのリポジトリにプ

ルリクエストを出すこと。GitHub がよくわからない人でもみんなが

優しく教えてくれます。現地に来れない人もエア参加という形で

一緒に盛り上げてる人たちもいます。

●セキュリティもみじ http://d.hatena.ne.jp/sec-momiji/
「セキュリティもみじ」

は情報セキュリティを

対象にした勉強会で

す。

年数回オフラインでの勉強会を実施しています。

合言葉として「自分が楽しめるイベントにしよう」ということで、参

加者の皆さんが楽しめる企画を行っていければと思います。

とかく専門的なイメージが付きまといがちな情報セキュリティ技術

の裾野がもっと広がっていく一助となれば幸いです。

●中国 FirefoxOS 勉強会  
http://fxos.org/
FirefoxOS コミュニティの活動の一環とし

て、2014 年 5 月から広島市で勉強会を

開催し始めています。FirefoxOS は、

web ブラウザの Firefox で有名な Mozilla が中心になって作って

いるオープンなスマホOS で、2014 年度中に KDDI からギーク

向け端末が発売される予定です。特徴として、HTML5/CSS/ 
JavaScript というウェブ屋さんおなじみの技術で、スマホアプリを

チョー簡単に書けます。広島の勉強会では、今後ハンズオンな

どの実施も考えています。

●中国地方 DB 勉強会 http://dbstudychugoku.github.io/

リレーショナル・データベース（PostgreSQL等）を中心に DB に

関わる活動を行っています。

隔月程度で中国地方の各所で勉強会を開催したり ML で意見

交換を行っています。

ご興味がある方はお気軽にご参加ください！！

●.NET 勉強会/ヒーロー島
http://heroshima.jp/
広島を中心に活動している IT エンジニアのコ

ミュニティです。

 セミナーで紹介された技術をどのように活用して

いるのかな？ 実際にシステムを構築した際の経

験談が聞きたい！ 最近こんなことを考えているん

だけど、他のエンジニアはどうなんだろう？

私たちと一緒にマイクロソフトの技術を勉強してみませんか？

●日本Android の会 中国支部
http://j.mp/cjagwiki1
Android に興味を持つ人が集まるユーザーコ

ミュニティです。Android の普及を促進し、ビジネス系、技術系、

デザイナー系の人たちに対して Android の注目度を上げること

を目的としています。中国支部は広島、山口を中心に不定期に

勉強会を開催しています。お気軽にご参加下さい。

●日本 PostgreSQL ユーザ会 中国支部
http://www.postgresql.jp/   (展示・セミナー)
PostgreSQL に関わる活動を行っています。各種セミナー開催・

参加・支援などを活発に行っています。

 ●hiroshima.rb
 http://hiroshimarb.github.io     (展示)　
　Ruby や Ruby on Rails の情報交換を気軽にし

ています。初心者の方がいらっしゃれば相談室

に。熟練者が集れば、一緒に調べものをするよう

なミートアップを。第１、3木曜日の 19時から 21時にコワーキン

グスペース ShakeHands に集まっています。

●広島ウェブシステム開発勉強会
https://twitter.com/hwebsys
月に一度程度集まり、ウェブに関する新技術な

どの情報交換をした上で実際に動くものを作っ

てみる実践型の勉強会です。

●広島 Cocos2d-x の会（仮称）
 http://hsc2dx.sblo.jp/    (展示・セミナー)
広島で Cocos2d-x を使用したゲームアプリ制作者、ノンゲームア

プリ制作者との交流、発展を目指す。

●広島サーバユーザ友の会(仮称)
http://server-h.github.io/     (展示・セミナー)
個人で自宅サーバや VPS やクラウドを利用して

いる人たちの集まりです。勉強会は不定期で年

1～2 回程度でゆるーく開催。

●広島電子工作娯楽部(仮称)
https://www.facebook.com/groups/359376677490481/
趣味で電子工作の世界が主体。「半田ゴテとテスターがお友達

の方」ご連絡下さい。 (^^)

●広島マックユーザーグループ
http://hiroshima.mac-ug.net/
広島県在住、又は広島県に通勤/通学されている方を中心に

Mac や iPhone などアップル製品に関する情報交換や勉強会を

行っているユーザーグループです。ほぼ月一回のペースで勉強

会を開催しています。Mac に興味がある方ならばどなたでも参

加出来ますので、気軽にご参加ください。

●広島Unity勉強会
http://hiroshima-
unity.jimdo.com/  (展示)
広島で Unity を使ってる人・

これから使いたい人を応援したい。そんな気持ちから設立されま

した。私たちと「ぶちええ」ゲームを作りませんか？

●福山ウェブ担当者会 http://fukuyama.doorkeeper.jp/
ネットショップの店長さんが集まってアウトプット、インプットする

勉強会です。いろいろな EC ショップのノウハウを聞いたり、自社

の悩みを相談したり、店長仲間を作ったりすることができます。

10 名程度で福山市の郊外で 1.5～2 ヶ月に 1 度、非営利で行っ

ている勉強会です。
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