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� CLR/H (http://clr-h.jp) 代表者: 清水 勝也（代表代理） 

ゆる～～く、おいしくおやつ食べながら MS 系を中心に勉強会して

ます。12 月ははっちゃけてます。是非一度参加してみてください。 

� Code for Sapporo (http://www.codeforsapporo.org/) 

Code for Sapporo は、札幌の課題を「コード」によって解決していこ

うとするコミュニティです。私たちのまわりには、コードの力を少し加

えることで解決に近づく課題があると考えています。あなたのまわり

の「ちょっと困った」は、まだコードと出会っていないかもしれません。 

� CodeJP (http://codejapan.jp/) 代表者: なおき 

ホテルで 1 泊 2 日、Code に携わる全ての方が楽しんで、Code に

ついて語れるイベントとして今年も Code 2014 を 8 月 9 日に開催予

定です。家族での参加も考慮したイベントとなりますので、ご家族

の方も誘ってご参加頂けると幸いです。集まれ Code 好き！ 

� CSS Nite in SAPPORO (http://cssnite-sapporo.jp/) 

CSS Nite（シーエスエス・ナイト）は、Web 制作や運営に関わる人に

有益な情報を届けるセミナーイベントです。札幌版である CSS Nite 

in SAPPORO は、北海道で Web に関わる人たちのスキルアップに

貢献できるよう、年に数回、100 名規模のセミナーを企画・開催して

います。 

� FuraIT 代表者: tomio2480 

北海道富良野市にて活動しております。始まってから 1 ヶ月です。

IT 系の勉強をする場所、色々な分野の話を子供達や興味がある

人が聴ける場所を作りたくて始めました。まだ先行きもわかりません

が、富良野で情報系の勉強をしたい方、一緒にあそびませんか？ 

� Hokkaido CTF Hackathon 
(https://sites.google.com/site/hokkaidoctfhackathon/) 代表者: umeboshi 

この勉強会は、CTF(Capture The Flag)と呼ばれるハッキングコンテ

ストの問題を参加者全員で解いていき、その活動を通じてサイバー

セキュリティへの関心を高めてもらう事を目的とした勉強会です。大

会予選参加の他、サイバーセキュリティを通じて様々な活動を行っ

て行く予定です。 

� Hokkaido.cap (https://sites.google.com/site/hokkaidocap/) 
代表者: 八巻 正行 (@yamaki_panda) 

「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の必須スキルであるパケット解析の勉強

をハンズオン形式で開催しています。現在は代表者が長期出張中

のため不定期開催となっていますが、興味のある方は気軽にご連

絡ください。 

� Hokkaido.pm (http://hokkaido.pm.org/) 
代表者: Yoshihiro Sasaki（@aloelight） 

Hokkaido.pm は 北 海 道 で の Perl ユ ー ザ の 交 流 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。イベント

は不定期開催ですが初心者向け勉強会(Hokkaido.pmCasual)は毎

月第 3 水曜日固定で開催しています。Perl 初めての方お待ちして

います。 

� iPhone Dev Sap (DevSap：デブサップ)  
代表者: 若林 大悟 (@frnk)  

札幌圏で活動する iOS アプリ開発者コミュニティ。奇数月に勉強会

と勉強会終了後の懇親会を開催しています。Apple の発表イベント

を実況する Ust 配信など、その他さまざまな活動をおこなっていま

す。イベント情報は Twitter アカウント @iphone_dev_sap をご確認く

ださい。 

� JAZUG 札幌支部 代表者: 松井 美帆（@noha_ko） 

(https://www.facebook.com/groups/582513945168115/) 

Japan Azure User Group は、Microsoft Azure を学び、楽しみ、活

かす日本のユーザーグループです。札幌支部は 2014 年 3 月 7 日

に結成されました。Cloud にちょっと興味のあるゆるふわな方から実

ビジネスで使用される方まで学べる勉強会を開催しています。 

 

� LOCAL 安全部 (http://www.local.or.jp/clubs/anzen) 

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。昨年から、一般の方(非 IT 系)を対

象とする情報セキュリティ講座への講師派遣を通して、「学習」のみ

ならず「実践」にも力を入れています。 

� LOCAL 学生部 (http://students.local.or.jp/) 代表者: 金沢 実 

LOCAL 学生部は北海道を舞台として、IT 系の勉強をする学生の

交流と、互いの技術の向上を目的とした活動をしています。現在は

北見工大・苫小牧高専・旭川工業高校の学生で、学校の枠を超え

た勉強会や、年に 1 度の総大会などを開催しています。 

� MT 蝦夷 (http://mt-ezo.net/) 代表者: 西山泰史 

MT 蝦夷は、パブリッシングプラットフォーム「Movable Type」のユー

ザーグループです。道内で MT を利用しているユーザーをはじめ、

お仕事で MT を利用しているデザイナーや開発者の方々を対象に、

年に数回、セミナーや情報交換会などを行っています。興味のある

方はぜひご参加ください。 

� Ohotech (http://ohotech.info/) 代表者: 金沢 実  

Ohotech は北見市周辺の IT 好きの溜まり場を作ることを目標とし、

入門向け勉強会「並盛」、講師をお招きしての勉強会「特盛」、IT

好き同士が雑談したりする「風味」を不定期に開催しております。経

験・未経験問わず、仲間とワイワイと学びながら交流する場を作っ

ています。是非ご参加下さい。 

� Python 札幌  

(https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/python-sapporo) 

代表者: 中村 良幸 (@nakayoshix) 

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したが、

現在は、月に一度「Python 初学者向け読書会」を開催しています。

OSC2014 の翌日、6/15(日)の午前 10 時より、インフィニットループ

さんの大会議室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://connpass.com/event/6121/ 

� Ruby 札幌 (http://ruby-sapporo.org) 代表者: 島田 浩二  

札幌でプログラミング言語 Ruby が好きな人たちが集まってワイワ

イとやっているコミュニティです。Ruby 勉強会＠札幌などの活動を

不定期で行っています。 

� SaCSS（サックス） (http://www.sacss.net/) 代表者: 長谷川広武 

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。  

� Sapporo.cpp／札幌 C++勉強会 
(https://sites.google.com/site/sapporocpp/) 代表者: hotwatermorning 

札幌で C++についての勉強会やイベントを開催しています。これま

での勉強会では、STL や Boost といったライブラリの紹介や、C++を

もっと便利に使うために役立つトピック、ゲーム開発、DTM といった

実践的な内容も扱っています。C++を楽しみたい皆様のお越しを

お待ちしております。 

� Sapporo.js (http://sapporojs.org) 

JavaScript を好きなひとが集まって本を読んだり興味あることの発

表などをしています。 

� Sapporo.php (http://sapporo-php.net/) 

元は LOCAL PHP 部という名称で活動していましたが 2013 年春か

ら Sapporo.php に改名しました。ゆるく長くをモットーに札幌にて隔

月で勉強会を開催しています。初心者をターゲットにしたものから

上級者向けの濃い内容のものまで、その時々で幅広い内容を心が

けています。デザイナーの方も歓迎です。 

� Sinatra 札幌 (http://sinatrasapporo.org) 

Sinatra 札幌は軽量 Web フレームワークの Sinatra を題材にしたコ

ミュニティで、世界初の Sinatra ユーザーコミュニティでもあります。

前回の勉強会ではハンズオン形式で TODO リストを作成しました。

OSC 初参加にあたり、デモの展示をしながら皆様との交流を深め

たいです。 
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� Sapporo.vim 代表者: らぁ(raa0121) 

不定期に Vim に関してもくもく勉強会を行うコミュニティです。いま

までは、2 回開催され、2 回目には東京からのゲストもいらっしゃい

ました。 

� TestEngineer'sForum 北海道（TEF 道:てふどう） 

(http://ameblo.jp/tef-do/) 代表者: 小楠 聡美（tefdoblog@gmail.com） 

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！ 

� WordBench 札幌 (http://wordbench.org/groups/sapporo/) 

代表者: 田中 広将 

WordBench はウェブ CMS である WordPress ユーザの地域コミニュ

ティーです。札幌も各地域の一員で、主に OSC 北海道の出展を基

本に活動しています。WordBench サイトからユーザ登録をすること

により気軽に参加できますので、興味がある方はぜひ登録をして

みてください。 

� アジャイル札幌 (http://agilesapporo.doorkeeper.jp/) 
代表者: 鈴木 淳司 

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。6/27(金)札幌市

生涯学習総合センターちえりあにてアジャイルジャパン 2014 札幌

サテライトを開催します。是非ご参加ください。 

� クラウド研究会＠札幌  

(https://www.facebook.com/groups/225282024151633/) 

代表者: 中村 良幸 (@nakayoshix) 

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。今までに三回、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、三年目は

「代数(Algebra)スペシャル＆ Object Functional とは」をテーマに

開催しました。なお、今年の開催時期と内容は未定です。 

� サッポロビーム(Sapporo.beam) (http://sapporo-beam.github.io/) 

代表者: ヽ（´・肉・｀）ノ (にく)  

サッポロビーム(Sapporo.beam)は Erlang の VM(BEAM)上で動作す

る言語(Erlang や Elixir)について毎週 19:00-21:00 頃にワイワイや

る集まりです。オンラインでの参加も歓迎しています。詳しくは web

をみてね。やろう！ 

� ぬ Ruby (http://nuruby.org) 代表者: @PUPRL 

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。 

� はこだて IKA (http://hakoika.jp) 代表者: 進藤 学 

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。 

� 旭川オープンソースコミュニティ (http://asahikawa-oss.org/) 

代表者: 坂本 和士 

当コミュニティは旭川での IT 系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色々なネタを取り上げています。また最近

はオープンデータ関連の活動も始めています。勉強会は月に 1 回

程度の頻度で開催していますので、興味のある方はぜひご参加く

ださい。 

� 釧路 OSS コミュニティ (http://oss.kushi.ro) 代表者: 斉藤 和芳 

釧路ＯＳＳは年齢、性別、国籍、職業にとらわれず、時にはＯＳＳに

もこだわらない肩肘張らない集まりです。現在月一回の定例勉強

会を中心に不定期にイベントを開催したり、レクリエーションを行っ

たりしています。今後も自由な活動？を行ってきたいと考えていま

すので皆さんのご参加お待ちしております。 

� 札幌 MySQL (http://www.geocities.jp/sapporo_mysql/)  
代表者: @yukiconEx  

札幌市内にて MySQL 好きの同士が集まって勉強会を行っていま

す。主に各自が興味のある内容を自由に研究する形の勉強会が

多いですが、不定期でゲストを招いてのセミナー形式の勉強会も

行われます。 

� 札幌ゲーム製作者コミュニティ Kawaz 
(http://www.kawaz.org) 代表者: @giginet 

ゲーム制作を中心に、何か新しい物を生み出したい、能力を高め

たい人達が集まるコミュニティです。大学生、専門学校生、社会人

のほか、プロのゲーム開発者も交えて交流しています。プログラム

ができる、絵が描ける、音楽が作れる、何か覚えてみたい、とにかく

興味がある。そんなあなたをお待ちしています！ 

� 上流工程勉強会 (https://sites.google.com/site/upprocess/) 

代表者: 神崎 善司 

上流工程勉強会は要件定義、DDD、アーキテクチャ、モデリング、

保守性、開発生産性など、上流工程に関わるトピックに焦点をあて

た勉強会です。教科書的ではなく、実際の現場で活用できる実践

的な内容を目指します。今年はビジネスモデルキャンバスからシス

テム化への落とし込みをテーマに数回の実施を予定しています。こ

れらのトピックに興味のある方はお気軽にご参加ください。 

� 数学勉強会＠札幌 (https://sites.google.com/site/mathsapporo/) 

代表者: 中村 良幸 (@nakayoshix) 

大人のためのやり直しの数学勉強会です。大学初年度からその少

し先のレベルまでのテキストを扱っており、現在は複素関数論を、

過去には線形代数・解析学・群論の基礎を扱っています。参加メン

バーの年代も様々で、20 代から 60 代まで幅広い年齢層の方が参

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。 

� 日本 Android の会北海道支部 

(https://groups.google.com/forum/?hl=ja&fromgroups#!forum/jag-

hokkaido) 代表者: まいむぞう(大路 裕介) 

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。 

� 日本 PostgreSQL ユーザ会北海道支部 

(http://www.postgresql.jp/branch/hokkaido/)  代表者: 矢地 重隆 

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。 

� 北海道*BSD ユーザーズグループ(http://www.no.bug.or.jp/) 

北海道で BSD 系の OS が好きな人が集まってよた話をしているグ

ループです。現在は休眠状態に近いですが、毎年 OSC 北海道に

はなんらかのネタ出しをしています。BSD 系のよた話が好きな人が

いらっしゃいましたらご連絡ください。 

� 北海道開発オフ（DevDo） (http://devdo.doorkeeper.jp/) 

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。3 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。 

� 北海道情報セキュリティ勉強会（せきゅぽろ）  

(http://secpolo.techtalk.jp/) 代表者: 八巻 正行（@yamaki_panda） 

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。おいしいお菓子を食べながら、情報セキュリティの第一線

で活躍する講師陣より最新のセキュリティ動向を学ぶことができま

す。ぜひ一度ご参加ください。 

 


