
これからの関連イベント (予定)

K*BUGでは、2ヶ月に 1度程度の頻度で勉強会を行って
います。また、主に関西のイベントで、展示などを行っ
ています。
現在、予定されているイベントは、以下のとおりです。
詳細は、K*BUGのWebページをご確認ください。

• 2014年 12月 6日 (土)@AXE会議室 (京都)
第 16回定期総会+第 4回研究会+忘年会

写真集
KOF2012

OSC2013 Kansai@Kyoto

K*BUG at KOF2014

K*BUGは、今回以下のような活動で参加しています。

チラシとシールの配布
JNUG さんのブースをお借りして、このチラシと
K*BUGシールを配布しています。

セミナー:BSDなひととき
BSDに関してみんなでお話しましょう!! 来場者による
ライトニングトークなどの話題提供を歓迎します。発表
希望者はお気軽にひとことどうぞ。
• 日時: 2014/11/8(土) 15:00-16:00

• 会場: ショーケース 2

• 発表: 蛯原 純 (The NetBSD Project)

bababababababababababab

kbug-usersメーリングリスト
K*BUGでは、K*BUGメンバーの情報交換や、
イベントなどの情報伝達用に kbug-usersメー
リングリストを用意しています。
K*BUGメンバーは、基本的にはこのメーリン
グリストを読んでいることが期待されます。
購読は、この URL a をご参照ください。

ahttp://www.kbug.gr.jp/kbug-mailing-lists.html

@

関西*BSDユーザ会
http://www.kbug.gr.jp/

2014年 11月 7日 (金),8日 (土)



関西*BSDユーザ会 (K*BUG)ってなぁに?

関西 *BSD ユーザ会 (Kansai *BSD Users Group;
K*BUG)とは、BSD系 OSのユーザ同士の情報交換の
ための場で、1999年に設立されました。

年に数度の勉強会やイベントの参加、そして飲み会を
行っています。

K*BSDの基本理念
K*BUGの基本理念はのとおりです。

• 場の提供を目的とする
• 人のケツは叩くが足は引っ張らない
• 来るものは拒まず、猿ものは追わず
• だれでも役員になれる。誰でも役員は止められる

少し難しく感じるかもしれないですが、BSDへの
愛と情熱があれば、あなたがやりたいと思うことが
できる場が K*BUGなのです。

K*BUG Keywords

K*BUGでは、以下のような Keywordに関する発表や
展示を行いました。
BSD (FreeBSD (PC-BSD), NetBSD, OpenBSD,
DragonlyBSD, Mac OS X(?), iOS(??) , ... の更新情
報 / 利用方法 / ..., arch (i386, amd64, macppc, landisk,

zaurus, wzero3, hpcmips, fonera, netwalker, ipaq, fonera, ...),
kernel hack や新技術 (DTrace, ZFS, シリアルドライ
バ, ...), FreeBSD portsってなに?, Security, Prolog,
Lisp, Squeak, Scratch, OpenCV, ContaoCMS, hard-
ware (UPS, HDD, Server, ...), ものづくり, 電子工作,
ニコ動技術部 (猫耳サーボ ,鼻ホタル, ...),雑誌付録基板
, Physical Computing (Gainer (gainerm-lib), Arduino,
...), 木彫, でーもんくん, でもんむし君 ,

飲み会, and more with YOU!!

K*BUGの活動
最近の活動はこんな感じです。もし、興味のあるテーマ
があったら、

遊びに来てね!!

2014年 8月 23日 (土)@京都 第 3回研究会
• wide cloudの FreeBSD 8.0を freebsd-update(8)で

upgrade

• Bluetooth LE で遊びはじめた
• tcpcrypt 導入してみた

2014年 6月 28日 (土)@大阪 第 2回研究会
• Wide Cloud で NetBSD VM が止まってしまって途
方に暮れている話

• 国土交通省 CIMと OSS

• ソフトウェアラジオで遊ぼう (rtl2832)

• ssh-agent を OS X の notification center に対応さ
せる

• HMZ-T2 + CubieBoard で OpenGL の wearable
virtual reality experience

2014年 2月 22日 (土)@京都 第 1回研究会
2013年 12月 7日 (土)@大阪

第 15回定期総会+第 6回研究会+忘年会
• OSC Kansai@Kyoto 参加報告
• AWK のあれこれ
• Contao のイベント機能について
• DKMSのはなし

2013年 10月 19日 (土)@大阪 第 5回研究会
• カーネル/VM 勉強会@関西 ごかいめ に合流

2013年 8月 24日 (土)@大阪 第 4回研究会
• *BSDでは生きにくい?

• Wintel支配からの脱獄
• rubygem and pkgsrc

2013年 8月 2日 (金), 3日 (土) @京都
OSC2013 Kansai@Kyoto

• NetBSDのご紹介 (JNUGセミナーに合流)

• PICマイコンで動く!! RetroBSD (2.11BSD)デモ
• オーディオファン必見!! 超静音音楽用ベアボーンデモ
• 魅惑の付録基板の世界 final

2013年 6月 22日 (土)@大阪 第 3回研究会
• 会場ナレッジキャピタルに関して
• FreeBSD ports 与太話
• Raspberry Pi の話
• ARMのおはなし

2013年 4月 20日 (土)@大阪 第 2回研究会
2013年 4月 6日 (土)

第 13回イベント@奈良高専 (第 1.5回研究会)

• 付録基板で遊ぼ (BSD編)

• Open Source Software (OSS) の魅力 (パネル)

2013年 2月 16日 (土)@大阪 第 1回研究会
• カーネル/VM勉強会@関西 4に合流

2012年 12月 8日 (土)@京都
定期総会+第 7回研究会+忘年会

• 関西 FPGA・DE0勉強会に行ってきました
• PCIブリッジのコンフィグレーション
• FreeBSD portsと暮らす
• Contao Open Source CMSでコンテンツ管理

2012年 11月 9日 (金), 10日 (土) @大阪 KOF2012

• BSDなひととき (JNUGセミナーに合流)

– K*BUGってなあに?@KOF2012

• 魅惑の付録基板の世界


