
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。

• 2016年 2月 11日 (土)@京都 第 1回研究会

• 2016年 4月 15日 (土)@大阪 第 2回研究会

• 2016年 6月 17日 (土)@京都 第 3回研究会

• 2016年 8月 19日 (土)@大阪 第 4回研究会

• 2016年 10月 14日 (土)@京都 第 5回研究会

• 2016年 12月 9日 (土)@大阪 総会+第 6回研究会

写真集

OSC2016 Kyoto

OSC2015 Kansai@Kyoto

OSC2013 Kansai@Kyoto

K*BUG @ OSC2017 Osaka

K*BUGは、今回以下のような活動で参加しています。

ブース展示:JNUGさんと中村さんに間借り

以下の様なブース展示を行っています。

• いろいろな BSDがいっぱい!!

チラシとシールの配布

このチラシと K*BUGシールを配布しています。

JNUGセミナー: NetBSDのご紹介

NetBSDは、自由に利用可能で、BSDライセンスに基づ
き再配布可能なUNIX-likeオペレーティングシステムで
す。NetBSDの概要および最近の動向をご紹介します。

• 日時: 2016年 1月 27日 (土) 11:00-11:45

• 会場: 5F 研修室 D

• 講師：蛯原純（The NetBSD Project,developer）ら

• 対象者：パソコンとかワークステーションとか周辺
機器とか好きな方
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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
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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への参加、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
展示が行われています。

BSD ( FreeBSD (PC-BSD), NetBSD, OpenBSD,
DragonlyBSD, Mac OS X(?), iOS(??) , ...) の更新情報 /
利用方法 / ..., arch (i386, amd64, arm (Raspberry Pi),
macppc, landisk, zaurus, wzero3, hpcmips, netwalker,
ipaq, fonera, vax, ...), kernel hackや新技術 (DTrace,
ZFS, シリアルドライバ, ...), FreeBSD portsってなに?
(portsの作り方, redports, ...), Security (実際のセキュ
リティ問題に関して, セキュリティを向上するために,
...), 教育, いろいろな言語 (Prolog, Lisp, awk, Squeak,
Scratch, ...), OpenCV, ContaoCMS, hardware (UPS,
HDD, Server, Bluetooth, GPIO, ...), ものづくり, 電
子工作, ニコ動技術部 (猫耳サーボ (USB audio servo
controler) , ...), 雑誌付録基板 , Physical Computing (
Gainer (gainerm-lib), Arduino, ...), 木彫, でーもんく
ん, でもんむしくん ,

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!!

2016年 12月 10日 (土)@京都
第 18回定期総会 + 併設研究会

• Ansibleのお話

• PostgRESTのお話

• BHyVeあれこれ

2016年 10月 22日 (土)@大阪 第 5回研究会

• スマートコネクトマネージドサーバについて
• XEmacsの*-pkg.tar.gzの作り方

• RPI3買ったので bluetooth 4.1 周り整備する話

• ファイルシステム障害で/var/runが壊れた話

2016年 8月 20日 (土)@大阪 第 4回研究会

• 球面ディスプレイ: WORLDEYE

• KORGの BLE MIDIキーボード

• OpenID Connectで簡単に SSO

• http://codinggame.com/

• UEFI

2015年 7月 29日 (金), 30日 (土)@京都
OSC2016 Kyoto

• ASCOM & INDI

• RetroBSDと LiteBSD 1

• 色んな方法で loadavg

• GPIO遊び

1http://qml.610t.org/FreeBSD/OSC2016Kyoto_JNUG.html

2016年 6月 18日 (土)@京都 第 3回研究会

• NetBSDを sysupgradeで更新

• Bluetooth LE Mouse on FreeBSD

• おっさん porter のリハビリ

• pkgsrc on OS X 10.11

2016年 4月 23日 (土)@大阪 第 2回研究会

• XIJな話

2016年 2月 20日 (土)@京都 第 1回研究会

• マシンが増えた場合の管理方法について
• 今さら sh (II)－コマンドライン引数の最終解決？－

• 宅内ネットワークトラブル
• efiの話

• DNSの名前怪傑エラー (現在進行中)

2016年 1月 23日 (土)@大阪
第 17回定期総会 + 併設研究会

• sshdのログの傾向

• こんなん買いました: FIOD U2F

• iPad & Apple Configuratorよもやま話

• ある年寄の独り言

2015年 10月 24日 (土)@京都 第 5回研究会

• 京都醸造所試飲スペースの報告
• FreeBSDを VirtualBoxにインストールしてみた

• Apple Configurator 2についての軽いデモなど

2015年 8月 22日 (土)@大阪 第 4回研究会

• CIM技術研究会の取り組み

• (番外) Wi-Fiにつながらない問題、異なる IPアド
レスが割り当て

• 大学のサーバーの更新
• 「エノキサンタスケテ」の呪文を唱えたこと
• 今さら ZFS (デモあり)

• https://letsencrypt.org/について

http://www.freebsd.org/
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