
団体名：札幌 C++勉強会 
代表者名：hotwatermorning 
URL：http://sites.google.com/site/sapporocpp/ 
活動内容：札幌でC++についての勉強会等を行っているコミュニティです。
これまでの勉強会では、Boost や C++11 といった C++をもっと便利に使
うのに役立つトピックや、C++でのゲーム開発といった実践的なトピックな
どを扱ってきました。C++を楽しみたい皆様のお越しをお待ちしております。 

団体名：Sapporo.js 
代表者名：佐藤竜之介(@tricknotes) 
URL：http://sapporojs.org 
活動内容：Sapporo.js は、JavaScript が好きなひとたちが集まる札幌のコ
ミュニティです。みなさまの興味ある分野について一緒に話し合ったり、作
ったアプリケーションの自慢をしたりしましょう！ 

団体名：札幌 Java コミュニティ 
代表者名：@shuji_w6e 
URL：https://groups.google.com/forum/?fr#!forum/java-sapporo 
活動内容：Java のカンファレンスや勉強会を主催。また、テスト駆動開発
などを実践形式で行うハンズオン、各種読書会なども開催。Java にこだわ
らず開発全般を色々と行っています。 

団体名：Hokkaido.pm 
代表者名：@onagatani 
URL：http://hokkaido.pm.org 
活動内容：Hokkaido.pm(HokkaidoPerlMongers)は北海道での Perl ユー
ザの交流や勉強会の開催を目的に2010/04/09に開始した有志による技術
コミュニティです。上級者の方だけでなく、Perl 初心者の方やプログラミ
ング初心者の方も参加できるコミュニティを目指しています。google グル
ープでメンバーを募集していますので、気軽に参加してください。 

団体名：Python 札幌 
代表者名：中村良幸(@nakayoshix) 
URL:https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/pytho
n-sapporo 
活動内容：札幌を中心とした、北海道内の Python 好きな人達の集まりです。
2009 年の春より、年に数回不定期で勉強会を開催しています。6/17(日)
の午前 9時よりかでる２・７にて勉強会を開催しますので、Python に興味
のある方はぜひご参加下さい。http://atnd.org/events/29789 

団体名：ぬ Ruby 
代表者名：@PUPRL 
URL：http://ennui.6.ql.bz/nuruby.html 
活動内容：休日の午後に和室でぬるく Ruby をさわります。 
インストールからはじめる人もいるし、Ruby のライブラリをつくりはじめ
る人もいます。Ruby をさわりたいあなた、ひとりだと遊んじゃうあなた、
ごろごろコーディングがすきなあなた、と、たいへんぬるいので、はじめて
のあなたにもおすすめです。 

団体名：Ruby 札幌 
代表者名：島田浩二 
URL：http://ruby-sapporo.org/ 
札幌にてプログラミング言語 Ruby に関する活動を行っているコミュニテ
ィです。Ruby 勉強会＠札幌や RubySapporoNight などのイベントを不定
期的に開催しています。2012 年 9 月 14-16 日の 3 日間、「札幌 Ruby 会
議 2012」というイベントを開催します。 

団体名：LOCAL PHP 部 
代表者名：佐藤琢哉 
URL：http://www.local.or.jp/clubs/php 
活動内容：主に札幌を中心に、隔月で PHP言語の勉強会を開催。また、大
規模イベントである PHPカンファレンス北海道も開催。 

団体名：アジャイル札幌 
代表者名：鈴木淳司 
URL：http://agilesapporo.doorkeeper.jp/ 
活動内容：アジャイルについてアツく話し合い、実際に手を動かして体験し
ながら学ぶ場です。札幌でアジャイルに関する活動を行い、私たちが参加し
たいと思える勉強会を開催しています。Web や本から得られる知識だけで
はなく、実践を通して現場をよりよくするためのヒントを見つけていきたい
と考えています。 

団体名：CodeJP 
代表者名：ナオキ 
URL：http://codejapan.jp 
活動内容：Code で語り、Code を語る。プラットフォーム・言語・コミュ
ニティの違いを繋ぐ架け橋となり、開発者がよりよい Code を、明日へと
続く Code を紡ぐことが出来るようなイベントにする事を目標にしていま
す。 

団体名：CLR/H 
代表者名：ナオキ 
URL：http://clr-h.jp/ 
活動内容：CLR/H は、定期的に勉強会を開催し、参加者同士の情報交換や
技術研鑽を行っております。会の成り立ちから、Microsoft.NET テクノロ
ジー関連の話題が多いですが、開発系技術に興味をお持ちの皆様のご参加を
心よりお待ちしております。 

団体名：上流工程勉強会 
代表者名：神崎善司 
URL：https://sites.google.com/site/upprocess/ 
活動内容：上流工程勉強会は要件定義、保守性、開発生産性など、上流工程
で取り組むべきトピックに焦点をあてた勉強会です。上流工程のような体系
だって学ぶ機会の少ないテーマについて、参加者によるディスカッションで
知見を広げます。今年はDDDを取り上げ実践的なモデリングテクニックの
経験を積みます。 

団体名：TestEngineer'sForum 北海道（TEF 道:てふどう） 
代表者名：上田和樹 
URL：http://ameblo.jp/tef-do/ TEF 道ブログ（アメブロ） 
活動内容：テストをこよなく愛する人々が集まり、議論する場。それが TEF
道。参加者が実際に取り組み、その成果物を持ち寄り、心ゆくまでディスカ
ッション。テストの楽しさを知る不定期開催のワークショップ。それが TEF
道スタイル。全ての品質をこの手に！！来たれ！TEF 道へ！ 

団体名：北海道開発オフ（DevDo） 
URL：https://sites.google.com/site/devdooff/ 
活動内容：北海道開発オフ（DevDo でぶどう）は、北海道の勉強好きな技
術者の技術交流を推進する集まりです。2ヶ月に 1回程度、集まってそれぞ
れ自分のしたい勉強（プログラム開発など）をする場を設けています。意外
なフィードバックが得られることも…。技術の種類・スキルの程度、お仕事
か趣味かなどを問わず誰でも歓迎です。 

団体名：日本 PostgreSQL ユーザ会北海道支部 
代表者名：矢地重隆 
URL：http://www.postgresql.jp/branch/hokkaido/ 
活動内容：日本 PostgreSQL ユーザ会北海道支部では主に札幌での勉強会
を中心に活動しています。勉強会では PostgreSQL に関するガチネタから
小ネタまで幅広く扱っています。よろず相談なども受け付けますので、ご興
味のある方はぜひご参加ください。 

団体名：クラウド研究会＠札幌 
代表者名：中村良幸(@nakayoshix) 
URL：https://www.facebook.com/groups/225282024151633/ 
活動内容：2010 年の春、札幌市内でクラウドに関するとある勉強会をきっ
かけに始まった集まりです。今までに二回夏に朝里川温泉で「クラウド温泉
＠小樽」という合宿形式の勉強会を開催しています。一年目は Scala スペ
シャル、二年目は関数型言語スペシャルでした。なお、今年の開催時期と内
容は未定です。 

団体名：Hokkaido.cap 
代表者名：八巻正行 
活動内容：「パケット解析について一から学ぼう」をテーマに、インフラエ
ンジニア、ネットワークエンジニアとして必要なスキルであるパケット解析
の勉強会をハンズオン形式で定期的に開催しています。興味のある方は
Twitter：@yamaki_panda まで気軽にご連絡ください。 

団体名：LOCAL インフラ部 
URL：http://www.local.or.jp/clubs/infrastructure 
活動内容：LOCAL の課外活動の一環として、LOCAL の有志が中心になっ
て OS やネットワークといったインフラに関する事柄について勉強をする
会です。オフラインでの勉強会や、Hokkaido.cap などの他勉強会の支援な
どを行なっています。 

北海道で活動しているコミュニティ・勉強会 



団体名：北海道情報セキュリティ勉強会(せきゅぽろ) 
代表者名：ナオキ 
URL：http://secpolo.techtalk.jp/ 
活動内容：北海道情報セキュリティ勉強会は、北海道において、情報セキュ
リティの勉強会を、定期的に開催することを目的とした、勉強会コミュニテ
ィです。勉強会を開催することで、人と人の交流や情報セキュリティの意識
向上を図っていけたらと思っています。 

団体名：LOCAL 安全部 
URL：http://www.local.or.jp/clubs/anzen 
活動内容：道内で情報セキュリティについて啓発できる講師の育成を目指し、
情報セキュリティ関連の教材を用いた勉強やプレゼンテーション技術の習
得などを行っています。今後は一般の方(非 IT 系)を対象とする情報セキュ
リティ講座での登壇なども視野に入れて活動していく予定です。 

団体名：札幌 iPhone 懇談会(DevSap：デブサップ) 
URL：http://devsap.com/ 
活動内容：札幌で活動する iPhone アプリ開発者の懇談会。偶数月は
AppleStore 札幌でイベント。奇数月は勉強会&第 2火曜に AppleStore 札
幌でアプリ製作セミナー開催。 

団体名：日本Android の会北海道支部 
代表者名：まいむぞう(大路裕介) 
URL:https://groups.google.com/forum/?hl=ja&fromgroups#!forum
/jag-hokkaido 
活動内容：Android やその周辺技術について月一回を目標に勉強会を開催
しています。内容は初心者向けのものが多いですし、勉強会終了後の親睦会
への参加率が高いのも特徴です。 

団体名：札幌Arduino 勉強会 
代表者名：船戸大輔 
URL：https://www.facebook.com/sapporo.arduino 
活動内容：札幌でフィジカルコンピューティングをやっている方々が情報共
有できるオープンな勉強会です。Arduino 買って開発環境を入れたけど開け
ていない、LEDとかピカピカ光らせてみたい～iPhoneで動くラジコンを作っ
てみたい等、面白いガジェットを作ってみたい人、ぜひお待ちしております。 

団体名：SaCSS（サックス） 
代表者名：長谷川広武 
URL：http://www.sacss.net/ 
活動内容：SaCSS（サックス）は主にWeb デザイナーやコーダー（マーク
アップエンジニア）向けの内容で毎月勉強会を開催している団体です。
HTMLや CSS、JavaScript や WordPress などの CMSについてなどをテ
ーマに、ハンズオンやセミナーを行なっています。 

団体名：a-sap:a-blog cms 勉強会 
代表者名@webbingstudio 
活動内容：Web 製作者に人気の国産CMS「a-blog cms」のハンズオン主
体の勉強会です。代表のWebbingStudio が、a-blog cms の機能・実践的
な知識・オリジナルテーマの制作方法を教えています。 

団体名：WordBench 札幌 
代表者名：田中広将 
URL：http://wordbench.org/groups/sapporo/ 
活動内容：オープンソース CMS、WordPress の地域コミュニティが
WordBench 札幌です。現在のところ、毎年のオープンソースカンファレン
ス北海道の出展に向けて活動しています。WordBench サイトに登録してい
ただくだけで、参加することができます。WordPress ユーザの集いとして
お使いください。 

団体名：Web オペレーターのためのWeb デザイン勉強会 
代表者名：市村洋隆 
URL：http://www.kuzuhate.com/ 
活動内容：WEBの見た目、「WEBデザイン」についてどのように考えれば、
作っていけば良質なものができるのか、みんなで考えていこうという集まり
です。1～2 ヶ月毎に開催、概念的な解説が主で WEB 製作初心者を対象と
しています。 

団体名：数学勉強会＠札幌 
代表者名：中村良幸(@nakayoshix) 
URL：http://sites.google.com/site/mathsapporo/ 
活動内容：大人のためのやり直しの数学勉強会です。大学初年度～その少し
先のテキストを扱っており、現在は解析学を、過去には線形代数学や群論を
扱っています。参加メンバーの年代も様々で、20 代から 60 代まで参加し
ています。真剣に数学を勉強したい人、お待ちしております。 

団体名：LOCAL 学生部 
代表者名：小野寺大地 
URL：http://students.local.or.jp/ 
活動内容：LOCAL 学生部は、”社会人の勉強会は、学生にとってはレベルが
高い！”ということで、学生による勉強会を支援しようという趣旨から設立
された、一般社団法人 LOCAL の部会です。学生による勉強会の開催学校を
横断した勉強会開催支援や協力学校を横断した合同イベントの企画・開催を
目指すコミュニティです。 

団体名：小樽情報技術勉強会(otarit) 
代表者名：新倉正三(新倉屋システム株式会社) 
URL：http://www.nyam.co.jp/otarit/ 
活動内容：私たちは毎月第３第４水曜の晩に勉強会を開催し、情報系学部で
扱われる基礎理論とその実践について学んでいます。「無いものは作ってし
まおう」という立場から、勉強会を通じて小樽の地域ポータルの構築を試み
ています。システムが育つ様を間近で見たい人のご参加をお待ちしておりま
す。 

団体名：はこだて IKA 
代表者名：松舘渉 
URL：http://hakoika.jp 
活動内容：道南地区の IT 企業、IT に関わる技術者、学生によって運営され、
IT 産業の活性化、IT による産業の活性化、技術・知識の普及、技術者の育
成を目指して活動する任意団体です。新しい技術、動向を積極的に取り込み、
基礎的な技術を若い世代へ継承していくためのコミュニティを目指してい
ます。 

団体名：旭川オープンソースコミュニティ 
代表者名：坂本和士 
URL：http://asahikawa-oss.org/ 
活動内容：当コミュニティは、旭川での IT 勉強会をゆるい感じで行ってお
り、オープンソースを中心に、Web やスマートフォン開発、ネットワーク
などについて取り上げています。勉強会は月に 1 回行われており、開発経
験等が無くても参加できますので、興味のある方はぜひご参加ください。 

団体名：釧路OSS コミュニティ 
代表者名：斉藤和芳 
URL：http://oss.kushi.ro 
活動内容：釧路OSS では毎月定例の勉強会や不定期のビギナー向けイベン
トを開催しています。昨年、一昨年開催した LDD釧路では全道各地から参
加を頂きました。最近はOSS に限らず幅広く勉強し交流しています。その
他、メンバーの家族を交えてバーベキューをしたりと楽しく和気あいあいと
やっています。 

団体名：Ohotech 
URL： http://www.ohotech.info/ 
活動内容：オホーツク圏の IT 技術好きのたまり場を目標とし、北見市を中
心に開催している IT 勉強会です。ジャンルは「IT 技術に関するもの」と幅
広く、入門的な内容からちょっと濃い話、ちょっと脱線した話など、そのと
きスピーカーが興味あるものを取り上げています。気軽にふらっと遊びにき
てください。 

 
上記以外にもたくさんのコミュニティや勉強会があります。 
IT 勉強会カレンダー（google カレンダー：http://bit.ly/itcal）
などでもたくさんの活動が紹介されていますので、これらを
参考に興味のある活動を見つけてみてはいかがでしょう？ 

（2012 年 6 月 16 日 現在） 
 


