2014.2.18

火

Ruby・コンテンツフォーラム
FUKUOKA2014

西鉄グランドホテル／受付 13：00

「第6回フクオカRuby大賞」の
受賞者発表と「福岡・ビジネス・
デジタル・コンテンツ賞」の表彰式
を開催。またRuby・コンテンツの
最新の世界動向をご紹介します。
特別講演をお見逃しなく！

2.18（火） 「第6回フクオカRuby大賞」受賞者発表！表彰式同時開催。
2.18（火） 「福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞2014」表彰式開催。
各賞の表彰式の他、受賞者によるプレゼンテーションを開催。またイベント期間中、下記登壇者による特別講演も開催。

特別講演登壇者紹介
講演・セミナー日程は裏面をご参照ください。

Cisco Systems
Principal Engineer
Richard Pruss 氏

Mizuguchi Creative Office
代表 水口 哲也 氏
プロフィール：日本大学芸術学部卒。1990年セガ・エンタ
ープライゼス入社、情感デザイン研究室室長、セガの開
発スタジオであるUnited Game Artists代表、2003年キュ
ーエンタテインメント株式会社共同代表を経て、2012年、
水口クリエイティブオフィス(Mizuguchi Creative Office)
設立。
音楽ユニット・元気ロケッツ(Genki Rockets)のプロデュー
スをはじめ、作詞家・映像作家としての顔も併せ持つ。
2006年には全米プロデューサー協会（PGA）とHollywood
Reporter誌が合同で選ぶ「Digital 50」（世界で注目すべき
デジタル系イノベイター50人）の1人に選出される。

Ｚ
講演者３

講演者１

Hackers and Founders
Founder and CEO
Jonathan Nelson 氏

プロフィール：AT&T社勤務などを経てシスコシステムズ
に入社。社内でも先進的な技術を推進したり、画期的な
ソフトウェアプログラムを開発する先駆者として知られて
いる。同氏が現在所属するDevelopment Licensing Office
（DLO）においても、ライセンシングの管理手法の改善を
進めるためのスマートライセンシングイニシアチブの先駆
者として、スマートライセンシングのためのアーキテクチャ
ーの構築や、Ruby言語を使用したスマートライセンシング
エンジンの開発などを提唱。これらを実現させながら、み
ずからは製品の中に組み込まれたプロトコール（Embedded
Protocol）が、システムとどのように連関しながら働くかに
ついて研究している。

Ruby開発者
まつもと ゆきひろ 氏
プロフィール：プログラミング言語「Ruby」の生みの親。
1993年頃からRubyの開発に着手し、1995年にフリー
ソフトとして公開。 NPO法人軽量Rubyフォーラム理事
長をはじめ、株式会社ネットワーク応用通信研究所
フェロー、一般社団法人「Rubyアソシ エーション」理事
長、 米 Heroku Chief Architectなど、肩書多数。三女
一男犬一匹の父である。 温泉好き。鳥取県出身、島
根県在住。牡牛座。O型

プロフィール：2007年に「Hackers and Founders」を設立。
シリコンバレーで1万1千人を超えるメンバーを有する最
も大きなITテクノロジMeetupの代表。現在は22カ国7万人
を超えるメンバーとなり、世界規模で活動している。
Rubyをはじめとしたソフトウェア分野の専門家としての活
動に加え、ＩＴスタートアップ企業の支援も行い、カリフォル
ニア大学のコミュニティアドバイザーにも就任している。

講演者４

講演者２

Jonathan Nelson氏、Richard Pruss氏
によるセミナーや、まつもと ゆきひろ
氏によるRuby・mrubyの最新動向に
ついての講演とNPO法人軽量Ruby
フォーラムの活動紹介、Ruby・mruby
最新開発事例紹介、商談会を開催。

2014.2.19

水

Ruby・mrubyビジネスセミナー

FUKUOKA2014

福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター／受付 12：30

福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議
http://www.digitalfukuoka.jp

2014.2.18 火
Ruby・コンテンツフォーラム
FUKUOKA2014

2014.2.19 水
Ruby・mrubyビジネスセミナー
FUKUOKA2014
日程

平成26年2月19日（水）
13：00～17：20 （受付開始 12：30）

場所

西鉄グランドホテル
2階「鳳凰の間」
福岡市中央区大名2丁目6-60
http://www.grand-h.jp/

場所

福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター
5階セミナールーム
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目17-1
http://frac.jp/about/

定員

300名

定員

100名

参加費

無料

日程

平成26年2月18日（火）
13：30～19：15 （受付開始 13：00）

参加費
主催

共催

無料 （ただし、交流会参加の場合は4,000円）
・福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議
・福岡県
・独立行政法人日本貿易振興機構
（福岡貿易情報センター）

Program ＜プログラム＞
13:00
－13:30

受付

2

13:30
－13:40

開会あいさつ

3

13:40
－14:10

フクオカRuby大賞表彰式

4

14:15
－14:45

福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞表彰式

5

14:45
－15:05

受賞者プレゼンテーション

6

15:20
－16:20

講演1
「新しいクリエイティブを生み出すためには」
Mizuguchi Creative Office 代表 水口 哲也 氏

7

8

9

10

共催

・独立行政法人日本貿易振興機構
（福岡貿易情報センター）
・NPO法人軽量Rubyフォーラム

1

講演2
「The amazing power of small teams and
powerful languages, powerful technology
tools, to reach billions of customers」
Hackers and Founders Founder and CEO
Jonathan Nelson 氏

17:00
－17:30

講演3
「Moving a Large Enterprise Quickly」
Cisco Systems Principal Engineer
Richard Pruss 氏

17:30
－17:50

講演4
「Ruby・mrubyの未来」
Ruby開発者 まつもと ゆきひろ氏

18:00
－19:15

・福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議
・福岡県

Program ＜プログラム＞

1

16:30
－17:00

主催

交流会
※参加費 お１人様4,000円

イベント詳細・申込み

12：30
－13:00

受付

13:10
－14:10

セミナー
＜1＞
「What mruby does for hardware, what Ruby
on Rails did for web programming.」
Hackers and Founders Founder and CEO
Jonathan Nelson 氏

Ｚ
2

＜2＞
「Gathering Data, a secure stack for talking to
devices」
Cisco Systems Principal Engineer
Richard Pruss 氏
3

14:10
－14:40

「Ruby・mrubyの最新動向」
Ruby開発者 まつもと ゆきひろ氏

4

14:40
－15:00

「NPO法人軽量Rubyフォーラムの活動に
ついて」
NPO法人軽量Rubyフォーラム

5

15:40
－16:20

Ruby・mruby最新開発事例紹介

6

16:40
－17:20

商談会

2DAYS EVENT
※両日のイベント会場では、建物内の駐車場をご利用いただけません。
公共の交通機関をご利用ください。
※下記サイト内の申込みフォームでは、各日・両日のお申込みが可能です。
下記URLよりエントリーをお願いいたします。

http://www.digitalfukuoka.jp

申込締切

平成26年2月14日（金）

福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議
福岡県福岡市博多区博多駅東1-17-1 福岡県福岡東総合庁舎5階(福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター内）

TEL：092-483-1225／FAX：092-483-1216／MAIL：info@f-ruby.com

