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関西オープンフォーラム： KOF
  

恒例となった関西のオープンソースやコミュニティの
お祭りイベントを KOF2019 として開催します。



【基調講演】
● IoT/AI/MR活用のいま
　登壇者:  村岡正和氏 / 神戸デジタル・ラボ
　時間:  　11月8日(金) 13時
　Room:   10F 多目的ルーム

● あの「仮想通貨事件」に迫る
　　〜取材記者が追い続けた500日〜

　登壇者:  須藤龍也氏 / 朝日新聞社
　時間:  　11月8日(金) 17時
　Room:   10F 多目的ルーム



【基調講演】
● 人生100年時代のエンジニアの生き方
　　〜プログラマの定年

　登壇者:  よしおかひろたか氏 / 東京大学
　時間:  　11月9日(土) 11時
　Room:   10F 多目的ルーム

 ● なぜ、IT技術者は普通の人に
　　情報モラルを教えられないのか
　登壇者:  工藤 陽介氏 / トーンモバイル(株)
　時間:  　11月9日(土) 13時
　Room:   10F 多目的ルーム



【基調講演】
　

● Firefox/Geckoの開発環境
　　—20年続いているOSSプロジェクトの現在—

　登壇者:  中野雅之
　時間:  　11月9日(土) 14時
　Room:   10F 多目的ルーム
 



【懇親会】

  会場: PIER6（大阪南港ATC ITM棟 6階） 

  日時： 2019/11/08 (金) 18:30〜21:30 JST

事前申込みをされた方は、あらかじめチケットを印刷
し、
11/8(金) 14:00-17:45 に 10F のKOF受付にて
入場券にお引き替えください。

当日申込み 4,000円（学生 1,500円）



開始日時：11月8日（金）16時
（予定）　11月9日（土）13時、15時
集合場所：10Fデザインギャラリー受付前
所要時間：約30分（予定）

好評につき、今年も開催いたします

KOF2019
ウォーキングツアー
実行委員の案内で場内を見学します

KOF2019
ウォーキングツアー

実行委員の案内で場内を見学します

主な内容：イベント主旨・見どころ説明、ブース・セミナー会場見学など
KOF2019のエッセンスを凝縮してご紹介

※本ツアーはKOFの各会場を案内するもので、ATCの施設案内ではありません

KOF



【ジュンク堂書店KOF店】

ジュンク堂書店KOF店では、KOF出展者による
推薦書籍を会場にて販売いたします。

今年もたくさんの書籍を推薦していただきました。

各コミュニティによる書籍紹介や、
著者・翻訳者によるサイン会も予定しております。

ジュンク堂書店KOF店に、ぜひお越しください。



【出展者提供スライド】
 

9VAeきゅうべえアニメ研究所

・ブース： A-12

　出展日： 11/8（金）、11/9（土）









【出展者提供スライド】
 

日本NetBSDユーザーグループ

・ブース： A-11

　出展日： 11/8（金）、11/9（土）
 

・セミナー：  「BSDなひととき」

　11/08（金） 13時〜　ショーケース４





【出展者提供スライド】
 

 株式会社スーパーソフトウエア

・ブース： A-5

出展日： 11/8（金）、11/9（土）
 

  ・セミナー： 「natadeCOCOって？
　　　　     技術的ダイバーシティを一挙紹
介」

　11/8(金) 16時〜　10F 多目的ルーム







【出展者提供スライド】
 

実用実学書典「銭けっと」

・ブース： B-7

　出展日： 11/8（金）









【出展者提供スライド】
 

青木清仁

・ブース： D-8

　出展日： 11/9 (土）



かんばんとは？ (Kanboard)

↑こんなの



かんばんとは？ (WeKan)

↑こんなの



デモ機有ります！

● OSSなKanboardとWeKanのデモ機を用意しています！

気になった方は是非お立ち寄りください。

● かんばんの活用法、その他可能な範囲で相談乗ります！

(全面導入してないけど本業が機械屋=元ネタ寄り な人)



【出展者提供スライド】
 

naniwa.rb with テクノ図工部

・ブース： A-10

　出展日： 11/8（金）、11/9（土）
 

・セミナー：「UVレジンで作る電子工作
の
　　　　　アクセサリー」

　11/9（土） 13時〜　10F サロン











【出展者提供スライド】
 

天王寺アップルクラブ

・ブース： C-4

　出展日： 11/9（土）
 

・セミナー： 「TAC Podcast パーソナリ
ティトーク
　　　　　 公開収録もあるよ」

　11/9（土） 17時〜　10F サロン





【出展者提供スライド】
 

実践IOTハウス

・ブース： B-2

　出展日： 11/8（金）、11/9（土）
 

 ・セミナー：「机の奥にしまった古い
　　　　　 Raspberry Piで家電を自動制御
　　　　　 IOTハウスの紹介をします」

　11/9（土） 13時〜　ショーケース１











【出展者提供スライド】
 

日本openSUSEユーザ会

・ブース： D-3

　出展日： 11/8（金）、11/9（土）







【出展者提供スライド】
 

関西 Debian 勉強会

・ブース： D-9

　出展日： 11/9（土）
 

 ・セミナー：「Debian Updates」

　11/9（土） 15時〜　ショーケース１







【出展者提供スライド】
 

チームばんび

・ブース： C-1

　出展日： 11/9（土）





【出展者提供スライド】
 

日本暗号通貨ユーザ会

・ブース： D-4

　出展日： 11/9（土）
 

・セミナー： 「ビットコイン・ブロック
チェーン入門」

　11/9（土） 11時〜　ショーケース４









【出展者提供スライド】
 

OWASP Kansai

・ブース： B-4

　出展日： 11/8（金）







【出展者提供スライド】
 

Rancher Labs / RancherJP

・ブース： B-3

　出展日： 11/8（金）、11/9（土）
 

・セミナー：「コンテナ化から始めて
　　　　　 Kubernetesクラスタ管理に
　　　　　 Rancherを使うまで」

　11/8（金） 15時〜　ショーケース４



ブース案内：ブースエリアB ③

Rancher Labs / RancherJP Kansai
Rancher( https://rancher.com/products )はオンプレ・クラウド(AWS/GCP/Azure等)の
Kubernetes環境構築・管理が出来る世界標準のコンテナ管理ツールOSSです。
ブースではRancherで構築するマルチクラウドKubenetesのデモ実施中！
 

また、Rancherの技術コミュニティのRancherJP Kansaiメンバもいるので、
お気軽にご質問下さい！

Rancherだけじゃないよ



セミナー案内：RancherJP Kansai
１日目15:00〜　Room:ショーケース４

コンテナ化から始めて
Kubernetesクラスタ管理にRancherを使うまで

以下の前半・後半の2部構成でお話します。
前半
● コンテナ化やその先のKubernetesとあるけれど、そもそも何故コンテナ化が必要なのか？
● VMやベアメタルな環境からコンテナベースな環境に向かうためにはどうやっていけば良いのか？

後半
● Kubernetesクラスタ管理に Rancher を何故使うのかについて



ステージ案内：RancherJP Kansai
1日目 16:05〜 Room: 10F 特設ステージ

【書籍紹介】
RancherやDocker/Kubernetesを楽しむ為に役立つ○冊

Rancher だけじゃなく Docker/Kubernetesを
楽しむのに役立つ書籍を厳選して紹介します！

15分という尺におさめる為に厳選した珠玉の○冊。



ステージ案内：RancherJP Kansai
２日目 13:05〜 Room: 10F 特設ステージ

【コミュニティ紹介】
RancherJPでRancherとKubernetesを
いっしょに盛り上げませんか？

Rancher JPについて、
どんな活動をして、運営ではどんな事をしているか等、ご紹介します。


