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● 本⽇の内容
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– OpenStackユーザ会について
講座 パ パ デ– OpenStack超⼊⾨講座とパラパラデモ

インフラエンジニアがOpenStackを学ぶべき– インフラエンジニアがOpenStackを学ぶべき
たった⼀つの理由
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⽇本O St kユ ザ会について⽇本OpenStackユーザ会について

2012/12/16（Sun）
⽇本OpenStackユーザ会

横⽥ 愛美
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自己紹介？自己紹介？

OpenStackとの出会いは今年3⽉のOSCOpenStackとの出会いは今年3⽉のOSC
– 最初はブースのお⼿伝いで⾏ったはずが...

– ユーザ会の紹介をすることになったり...

気がつけばユーザ会に参加気がつけばユ ザ会に参加
おぷ☆すた⼥⼦部員として活動

普段はOpenStackとはあまり関係ない仕事してます
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日本OpenStackユーザ会とは？日本OpenStackユ ザ会とは？

⽇本OpenStackユーザ会は、OpenStackの情報⽇本OpenStackユ ザ会は、OpenStackの情報
発信、普及を⽬指し、2010年秋、オープンクラ
ウドキャンパスの分会として設⽴されましたウドキャンパスの分会として設⽴されました
– ⽇本OpenStackユーザ会（Japan OpenStack User 

Group）は略して「JOSUG」と表記されます

JOSUGでは「OpenStack」で配信された最新コ
ミュニティ情報の⽇本語提供や、勉強会の開催
など、国内でのOpenStack普及活動を⾏っていなど、国内でのOpe Stac 普及活動を⾏ってい
ます
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日本OpenStackユーザ会とは？

「OpenStack」本家サイト

日本OpenStackユ ザ会とは？

「OpenStack」本家サイト
OpenStack ＞ http:// www.openstack.org /

コミュニティの
参加人数

参加企業数
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日本OpenStackユーザ会とは？日本OpenStackユ ザ会とは？

世界のOpenStackユーザコミュニティ世界のOpenStackユ ザコミュ ティ
– http://wiki.openstack.org/

＞ OpenStack User Groups

日本もあります
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JOSUGのコミュニティ活動JOSUGのコミュニティ活動

JOSUGではコミュニティ活動のツールとしてJOSUGではコミュ ティ活動のツ ルとして
Webサイトやメーリングリストを使い、情報の
発信や活動報告 情報交換を⾏っています発信や活動報告、情報交換を⾏っています

Webサイト ＞ http://openstack.jp/
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JOSUGのコミュニティ活動レポートJOSUGのコミュニティ活動レポ ト

ユーザ会のWebサイトでは、ユーザ会が参加しユ ザ会のWebサイトでは、ユ ザ会が参加し
たセミナーや勉強会で使⽤した資料も公開して
いますいます

勉強会の様子など 技術文書やプレゼン資料勉強会の様子など

OpenStackの事例集
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JOSUG 今年の活動一覧 (1)

2012/02/01 JOSUG勉強会 第2回 githubハンズオン

JOSUG 今年の活動 覧 (1)

2012/02/01 JOSUG勉強会 第2回 githubハンズオン

2012/03/17 OSC Tokyo/Spring セミナー＆ブース展⽰

2012/03/23 JOSUG勉強会 第3回 QuantumとEssexコードリーティング

2012/05/02 JOSUG勉強会 第4回 ハッカソン

2012/05/12 OSC Nagoya セミナー＆ブース展⽰

/ / JOSUG勉強会 第5回 O S k 最新情報と基礎2012/06/04 JOSUG勉強会 第5回 OpenStackの最新情報と基礎

2012/07/07 JOSUG勉強会 第6回 ハッカソン2012/07/07 JOSUG勉強会 第6回 ハッカソン

2012/07/20 Citrix CloudStack 
Ecosystem Day

「OpenStack/Swift」で学ぶ分散オブ
ジェクトストレージ
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Ecosystem Day ジェクトストレージ



JOSUG 今年の活動一覧 (2)JOSUG 今年の活動 覧 (2)

2012/08/04 OSC Kyoto セミナー＆ブース展⽰2012/08/04 OSC Kyoto セミナ ＆ブ ス展⽰

2012/08/28 JOSUG勉強会 第7回 企業のOpenStackへの取り組み

2012/09/08 OSC Tokyo/Fall セミナー＆ブース展⽰

2012/10/06 JOSUG勉強会 第8回 ハッカソン

OSCA 第2回 クラウド 分散オブジ クトストレ ジ2012/10/16 OSCA 第2回 クラウド
ソリューション セミナー

分散オブジェクトストレージ
〜クラウドを⽀える技術と市場動向〜

/ / 第1回 OSSユーザーの テ O S k2012/10/31 第1回 OSSユ ザ の
ための勉強会 テーマ：OpenStack

2012/11/18 JOSUG勉強会 第9回 動かして学ぶ！OpenStackとクラウドを2012/11/18 JOSUG勉強会 第9回 ⽀える技術
2012/12/16 OSC Cloud セミナー＆ブース展⽰
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本日！！



JOSUG 直近の活動について

OpenStack Advent Calendar 2012 JP

JOSUG 直近の活動について

p
– 2012/12/01 00:00 〜 2012/12/25 23:59

只今開催中 （ h // d / / ）只今開催中！（ http://atnd.org/events/34389 ）

第10回 JOSUG勉強会（ハッシュタグ #opst10 ）

2012/12/22 13 00 21 00– 2012/12/22 13:00 〜 21:00
– ハッカソン形式で Quantum & Cinder 祭!?

忘年会も！

OSC2013 Tokyo/SpringOSC2013 Tokyo/Spring
– 参加者募集中（詳細は JOSUG ML で！）
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JOSUGに参加！JOSUGに参加！

● JOSUGへの参加は、● JOSUGへの参加は、
– Googleグループで “⽇本OpenStackユーザ会” を

検索 グ プ（ ） 参加 だ検索し、グループ（ML）に参加してください

“ t k“でも けます“openstack“でもいけます
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JOSUGに参加！JOSUGに参加！

● 勉強会のお知らせや、セミナーへの参加情報、● 勉強会のお知らせや、セミナ への参加情報、
メンバーの皆さんからの質問等が流れています
– 誰でも閲覧できます！

登録メンバーもなんと700名以上！
（12/14時点で 772名）
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JOSUG、女子部もありますJOSUG、女子部もあります

● ⼥⼦部とは ?● ⼥⼦部とは ?
– おぷ☆すたユーザ会に存在する⼥性陣のことです

☆ 実は⼥⼦部MLもあります
☆ 初めて⼥⼦部の存在を知ったとき(2012/03)は、⾃分含め３⼈…

現在ユーザ会に参加している⼥⼦部の⼈数は
☆ しかし半年前（6⽉）の勉強会では倍の６名になり、

* 10名 * なんと2ケタ！！

現在ユ ザ会に参加している⼥⼦部の⼈数は

 10名 なんと2ケタ！！

⼀緒にOpenStackの勉強をしませんか！？を誘い⽂句に、

みなさんの周りの⼥⼦をぜひユーザ会に巻き込んでください★
怪しくも怖くも

ないところです！
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★ ないところです！



*

OpenStack もユーザ会も
まだまだ発展途上のOSS・コミュニティです

みんなで育てていきましょう！

ご参加お待ちしています!!
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