
広島で活動している IT 系コミュニティ・勉強会 (2016/11/23 版)
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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。

●IoTLT 広島

https://www.facebook.com  /groups/976816062402231/

東京をはじめ全国 6 箇所で開催されている IoTLT
の広島版です。IoT に関連する LT と懇親会から構

成されるイベントで、2 ヶ月に 1 回ペースで開催して

おります。平日と土曜開催を交互に実施していきま

す。

●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。

●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 とプログ

ラミング言語 Python を中心に開発者・技術者・利用

者の交流。2016 年 11 月 12 日（土）に PyCon mini 
Hiroshima 開催。

●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 (セミナー) 
https://github.com/LTDD/  Sess
ions/wiki

「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

なのです。毎月第１土曜日か日曜日あたりにミソシア

で行っています。

●OpenCAE 勉強会＠広島

http://www.opencae.info/

オープンソースＣＡＥソフトのユーザー間の情報交換

を目的とした勉強会です。Salome-Meca と

OpenFOAM の初心者向け講習会も行っており、ソフ

トの基本的な使い方から知りたいという初心者でも、

気軽に参加できます。2 ヶ月に 1 回、三原駅前の会

議室で開催しています。

●OpenStreatMap Hiroshima      (展示)

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Hiroshima
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。
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●kintone Cafe 広島

http://kintonecafe.com 
/category/hiroshima/
kintone Cafe は Cybozu が提供するクラ

ウド業務基盤である kintone のユーザ会です。

kintone が好きな人が集まる勉強会で広島支部は

2016 年 8 月 31 日に第 1 回を開催いたしました。年

4 回の開催を目標に継続して開催予定です。

●Google Developer Group 中国

https://sites.google.com/site/gdgchugokuofficial/  

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おり、

広島でもついに 2010 年についに結成致しました。

Cocoa は macOS のみならず iOS で世界中の人が

勉強し、楽しんでいます。また、主に使用される言語

も Objective-C のみから Swift が登場し、オープン

ソース化もされ、Mac や iOS, tvOS, watchOS のみな

らずサーバサイドでも使われようとしています。是非

とも興味のある方はお声をおかけ下さい。

●広島でコンクリ 

https://www.facebook.com/groups/
concrete5hiroshima/    (展示)

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。

●JAWS-UG 広島
 https://jawsug-
hiroshima.doorkeeper.jp/

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。

●すくすくスクラム広島 

https://www.facebook.com/  　
Sukusuku.Scrum.Hiroshima
すくすくスクラム（http://sukusuku-

scrum.org/）の広島支部です。 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

しています。 奇数月にイベントを開催しています。 

 ●すごい広島

 http://great-h.github.io/ 
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 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。集まってる

人たちは何かしらには詳しいので、技術的に交流し

たかったり、質問したいことがあれば遊びにきてくだ

さい。
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●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/ (展示・セミナー)
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 年に KDDI からギーク向け

端末 Fx0 が発売されました！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/ハッカソンなどの

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。

●如法会

https://nyohokai.wikihub.io
如法会とは、Nyoho が興味のあることだ

けをテーマにしてしゃべってもらう勉強

会の会合のことです。Nyoho が多幸感

を味わうことが出来ます。興味のある

テーマは URL をご覧ください。そして、「最高の学習

方法は、誰かに教えること」だという研究結果もあるよ

うに、アウトプットをすることによって、とても発表者自

身が勉強になりますので、是非是非みなさん如法会

で何か勉強したことを発表して下さい。発表しない聞

くだけの参加も歓迎です。お気楽にご参加ください。

●HiRoshima.R 
http://hiroshimar.connpass.com/
広島および中国地方を中心と

した統計解析環境「R」につい

ては学ぶ集まりです。開催は不

定期ですが，広島市・東広島市内の大学等を会場

に勉強会を開催しています。勉強会では必ず「入門

者講習」を行い，初めての方が気軽に参加できるよう

な機会を設けています｡

 ●hiroshima.rb
 http://hiroshimarb.github.io　
　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。
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熟練者が集れば、一緒に調べものをするようなミート

アップをしたりしています。最近はすごい広島に便乗

していて、毎週水曜日 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。

●広島オープンソースゲームエンジユー

ザー会

 http://hsc2dx.sblo.jp/    (展示・セミナー)
広島でゲームエンジンを使用する、ゲームデベロッ

パーやインディーズ系ゲームデベロッパーなどの情

報共有をめざす。 

●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。勉強会は

不定期で年 1 回程度ゆるーく開催。

●広島 Java ユーザグループ

https://www.facebook.com/HiroshimaJavaUserGroup
広島 Java ユーザグループ (HiroshimaJUG) は、Java
技術の向上・共有・発展、開発者の支援・繋がりを目

的とした任意団体です。

●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。 (^^)

●広島フロントエンド勉強会
http://hiroshima.codecodeweb.com/
広島フロントエンド勉強会は広島で活動す

るフロントエンドエンジニアの悩みを解決す

る集まりです。

毎月テーマに沿って、ディスカッション形式でマーク

アップ、スタイリング等の疑問や悩みを解決しましょう。

共に疑問や悩みの解決、新たな技術の習得を通し

て広島の web制作のレベルアップを目指します。

●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。

●Hiroshima MotionControl Network

https://www.facebook.com/HiroshimaMotionContro

lNetwork

HMCN(Hiroshima MotionControl 

Network)は Kinect など安価に入手可能

なセンサー＆デバイスやロボットに関す

るオープンなエンジニアリングコミュニ

ティです。

TMCN(Tokyo MotionControl Network)の兄弟コミュ

ニティとして、主に広島地区を中心に活動を行って

います。

デジタルなものづくり・ことづくりに関心のある子ども

や学生から大人、一般の方から開発者やデザイ

ナーまで幅広くネットワークして、広島の広島による

広島のための共創の場を生み出し、その盛り上がり

をグローバルに発信することが目的です。

●広島 Unity

勉強会

(展示,セミナー)
http://hiroshima-unity.jimdo.com/
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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