広島で活動している IT 系コミュニティ・勉強会 (2013/09/30 版)
http://www.ospn.jp/osc2013-hiroshima/
●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。9 月 27 日で 163 回目。

●Windows Phone ハンズオン
https://www.facebook.com/groups
/273162962715808/
(展示,セミナー)
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 のアプリけーしょ
んの開発を行っています。

https://sites.google.com/site/gdgchugokuofficial/
(LT)

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。

●Cocoa 勉強会広島支部
http://kita.dyndns.org/wiki/?Cocoa

勉強会広島支部
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。
●WEB TOUCH MEETING
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
http://webtouchmeeting.com/
人が勉強し、楽しんでいます。第 2 回以降の開催を目
主に広島県、中国地方の方を対象にウェブ周りの技術 指したいと思います。是非とも興味のある方はお声を
や知識に関して自分は知ってる当たり前のことをまず おかけ下さい。
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
●CSS Nite in
です。 9 月で 60 回目、毎月約 40 名の方が参加、メー
HIROSHIMA
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。

●OpenStreatMap 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。

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Hiroshima
(展示,セミナー)
●JAWS-UG 広島
広島県(付近でも可)マップ作成についての意見交換の
http://jaws-ug.jp/bc/hiroshima/
ためのコミュニティです。マッピングパーティおよび、
Amazon Data Services Japan によって提供されている
OSC などでブース出展やセミナーを行っています。
各種サービスの利用方法について、実績や実例を元
●オープンラボ備後
に３ヶ月に１回程度の頻度で勉強会を開催しています。
https://sites.google.com/site/openlabbingo/
その他、EC2 を中心としたハンズオンも不定期に開催
備後地方を中心とした IT をキーワードにした勉強会 しています。
です。IT のにおいがすれば何でもネタにして話したり
●すくすくスクラム広島
聞くことが出来ます。最近は開催をご無沙汰していま
http://sukusuku-scrum.org/
すが、再開すべく準備しています。
(LT)

●Google Developer Group 中国

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
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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)
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。

(LT)
●hiroshima.rb
毎週水曜日あつまってもくもくしたり、雑談
http://hiroshimarb.github.io
したりするミートアップ。GitHub を活用も行っており、
(展示・セミナー)
WebSite を参加者が更新したり、各変更を参加者がレ
1 月と 5 月を除いた第一土曜日に広島
ビューしています。
Ruby 勉強会のようなイベントを行っています。勉強会
では主に参加者が最近勉強したことを発表しています。
●セキュリティもみじ
また、Facebook や Twitter なので情報交換を行ってい
http://d.hatena.ne.jp/sec-momiji/
情報セキュリティを対象にした勉強会です。年数回オフ ます。
ラインでの勉強会を実施しています。合言葉として「自
●広島ウェブシステム開発勉強会
https://twitter.com/hwebsys
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
月に一度程度集まり、ウェブに関する新
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
技術などの情報交換をした上で実際に動
技術の裾野がもっと広がっていく一助となれば幸いで くものを作ってみる実践型の勉強会です。
す。
●広島サーバユーザ友の会(仮称)

●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
(展示)
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/

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。

●えれくら！
https://www.facebook.com/elecra296
(展示・ミニワークショップ)
電気電子工作系 製作・交流会「えれくら！」です。
Arduino、mbed など各種マイコンボード、フィジカルコ
ンピューティング、Zigbee や NFC など無線通信、テクノ
手芸・テクノ園芸、そのほか電気や電子工作が絡む話
題なら何でも OK でわいわいやるイベントです。
現在、開催地は香川県ですが、県外の方もお気軽に
ご参加くださいませ。
※他にもあれば情報募集 twitter: @oschiroshima

