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提　供

情報化技術を通じて社会と共生する





Photo by ionushi:
http://www.flickr.com/photos/ionushi/1041311342/

Take
the Red Pill
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Welcome to the Desert of the Real.



日本Rubyの会
http://jp.rubyist.net
Nihon Ruby-no-kai
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今日のＬＴは言い足
りないことが多いの
で、気になることな
どあれば、終わった
あとにお気軽にお声
かけください！！！



角谷信太郎
kakutani.com
KAKUTANI Shintaro





Asakusa.rb

http://www.flickr.com/photos/takkanm/3978417669
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よろしく
お願いします



日本Rubyの会
http://jp.rubyist.net
Nihon Ruby-no-kai
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日本Rubyの会は、
Rubyの利用者の支
援とRuby(+Ruby
のライブラリ)開発者
の支援を目的とした
任意団体です。



設立



2004



活動



✓  るりま
✓ Rubyリファレンスマニュアル刷新計画

✓  るびま
✓ Rubyist Magazine

✓ 日本Ruby会議
✓ 地域Ruby会議

プロジェクト



http://doc.loveruby.net/wiki/ReleasedProducts.html
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http://doc.okkez.net/
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http://jp.rubyist.net/magazine/?0027
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http://www.randomfractals.com/Flickorama/Flickorama.html

RubyKaigi
http://rubykaigi.org
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✓ 日本Ruby会議
✓ (The)RubyKaigi
✓ http://rubykaigi.org

✓ 地域Ruby会議
✓ Regional RubyKaigi
✓ http://regional.rubykaigi.org

http://rubykaigi.org
http://rubykaigi.org
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体制



会長



http://jibun.atmarkit.co.jp/ljibun01/rensai/leader/27/01.html

高橋征義
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顧問



まつもとゆきひろ



理事



第5期(08-8～09-7)
✓ 理事: かずひこ
✓ 理事: 角谷信太郎
✓ 理事(会計): 安積伸弥
✓ 理事(会計): 笹田耕一



第6期(09-8～10-7)
✓ 理事: かずひこ
✓ 理事: 角谷信太郎
✓ 理事(会計): 安積伸弥
✓ 理事(会計): 笹田耕一
✓ 理事: 島田浩二←[NEW!!]



http://www.flickr.com/photos/tmaedax/3845208228/

“RubyやRubyに
携わっている人たち
から頂いたものを
日本Rubyの会と
いう繋がりの中で少
しでも多く返してい
けるよう、精一杯努
力していこうと思っ
ています。

島田浩二

http://blog.stco.info/?eid=875724
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“理事を退任しても、
日本Rubyの会のウェ
ブサイトやメーリング
リスト等のメンテナン
スなどをこれまでどお
りお手伝いしますの
で、引き続きみなさん
どうぞよろしくお願い
します。

http://kazuhiko.tdiary.net/20090727.html#p01

かずひこ

http://kazuhiko.tdiary.net/20090727.html#p01
http://kazuhiko.tdiary.net/20090727.html#p01


会員



http://jp.rubyist.net/?Admission
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Join us now!



実態



あまり上
手く回っ
てない感



✓人手不足なところが開発
以外にもたくさん

✓ “いつもの人たち”や、手
を動かすべきでない人た
ちが手を動かしてる

勢いがあるように見えるが



コミュニケーションギャップ

✓ 日本語と英語 
✓ RubyとRails
✓ “たのしい”と“勤勉”



http://www.flickr.com/photos/khalid-almasoud/1528054134/

空前の
ピラミッド
ブーム到来

http://www.flickr.com/photos/khalid-almasoud/1528054134/
http://www.flickr.com/photos/khalid-almasoud/1528054134/


コミュニティのあり
かたについて



http://www.atmarkit.co.jp/news/200907/21/rails.html
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http://www.slideshare.net/a_matsuda/rails-1736906
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Aaron Quint



http://www.quirkey.com/blog/2009/07/31/ruby-kaigi-09-post-mortem/
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Jeremy
Kemper

at RubyWorld 
Conference 2009
in Matz-e, Japan

http://www.tbray.org/ongoing/When/200x/2009/09/13/Shimane-Rubyworld-Conference
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それぞれが色んなこ
とを考えている



Contribution Pyramid
✓ “数”が目的ではない
✓ “数”は結果でしかない
✓でも “数” が増えないと
新陳代謝が起きない



日本Rubyの会
http://jp.rubyist.net
Nihon Ruby-no-kai
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第6期



✓ コミュニティの新陳代謝と貢
献スケールの連続性を支援

✓ 各プロジェクトが独立して動
けるように

✓ “いつもの人たち”から仕事を
剥がしていく

方針



✓  るりま
✓ Rubyリファレンスマニュアル刷新計画

✓  るびま
✓ Rubyist Magazine

✓ 日本Ruby会議
✓ 地域Ruby会議

プロジェクトは継続



✓ w.r.o のコンテンツ更新
✓ http://www.ruby-lang.org

✓ 情報ギャップ解消の取り組み
✓ 日本語 → 英語, 英語 → 日本語
✓ 新参と古参

✓ 各種リソースの状況の整理
✓ 新しい人にもわかるように
✓ 新しいことを始められるように

そろそろ本気だしたい



✓ 法人格の取得
✓ 運営事務に見合うだけの活動実態はほんとにあるの?
✓ Rubyアソシエーションに支援してもらってる
✓ (でも東京に住所は欲しいなあ)

✓ 会長の交代
✓ 高橋征義なしに高橋征義的である仕組みづくりを?
✓ あるいは高橋征義が不要な日本Rubyの会?
✓ 日本Rubyの会は会長権限が絶大な非民主的組織です

(今すぐは)やらないこと



Rubyistに
できること



http://jp.rubyist.net/magazine/?0027-WhatWeCanDo
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これはガチ



Rubyistにできること
✓試す,使う,読む,参加する
✓フィードバック!!!
✓フィードバックをした/し
ようかなとしている人に
“声”をかけてみる



Contacts
✓ ruby@ml.fdiary.net
✓ Twitter
✓ #rubynokai

✓ IRCNet(!freenode?)
✓ #ruby-no-kai



“Matz is nice,
so we’re nice.



taken from lchin’s slide:
http://www.slideshare.net/l15n/why-you-should-come-to-rubykaigi-2009-presentation


