1 月生まれのエンジニアたち

TALK LIVE
201３.1.16 Wednesday
Open : 19:00 start 19:30 ～ closed 22:30
場所：

SuperDeluxe( 六本木 )

新年に
オープンな話
ここだけ。

Talk Guests : 宮原徹 (1 月 9 日生まれ )、
廣川類 (1 月 9 日生まれ )、米林正明 (1 月 10 日生まれ )、
川崎有亮 (1 月 17 日生まれ )、稲葉香理 (1 月 29 日生まれ )

MC: 法林浩之、馮富久 (1 月 9 日生まれ )
「TechLION」は、
“技術”という国境なきエンジニアの
フロンティア領域で、百獣の王を目指すスーパーマン・
スーパーウーマンが繰り広げるトークライブ。
vol.11 では、日本のオープンソース業界に貢献された方々
をセレクトし、お招きしました。なぜか皆１月生まれ！
１月の共通の話題って？ただの新年会じゃぁないの？
”知的な話（だけど面白い話）聞きたい”
”エンジニア同士の横のつながり広げたい”
などといった、エンジニアの日頃の望みを叶えます！
仕事漬けのそこのあなた！大量の情報でおぼれてはいけ
ない、泳ぐのだ～！上司のグチを聞くのではない、良い
話を自ら聞きに行くのだ～！
キレキレの技術ネタを、お酒と共に楽しむのだー！！

IT の面白さと深さが味わえる本イベント、
新たなる獅子王伝説がここに誕生する！

Event Detail
2013 年なにが流行る？

UNIX 文化再来？
主催：ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所

TechLION （てっくらいおん） は、

アマゾン vs 楽天？

小学生ハッカー？

協賛：技術評論社、LPI-Japan、ヌーラボ、クラウドワークス
後援：日本 UNIX ユーザ会、キャリアデザインセンター「エンジニア Type」

え、 誕生日１月？
スマホの新型？

IT の濃い話で盛り上がります
ワハハ

LL 女子部？なにそれ？

北朝鮮で facebook 解禁？？

●宮原 徹｜みやはらとおる● 株式会社びぎねっと ・ 日本仮想化技術株式会社 代表取締役社長兼 CEO。 日本オラクル株式会社での Linux
版 Oracle のマーケティングに従事後、 2001 年株式会社びぎねっとを設立。 Linux をはじめとするオープンソースの普及活動を積極的に行い、 IPA
「2008 年度 OSS 貢献者賞」 を受賞。 2006 年には次の目標を仮想化技術の普及に定め、 日本仮想化技術株式会社を設立。 仮想化技術 ・
クラウドのエバンジェリストとして、 日々全国を飛び回っている。
●廣川 類｜ひろかわるい● 日本 PHP ユーザ会。 15 年程前に Web アプリを構築した際にオープンソースのスクリプト言語 PHP に出会いコンパクト
でわかりやすいコンセプトが気に入ってマニュアルの翻訳を始める。 日本 PHP ユーザ会の創設メンバーの一人として PHP の普及に努めると共に、 PHP
のマルチバイト対応機能の開発に参画し、 現在も mbstring エクステンションのメンテナをしている。 PHP 徹底構築 （青マンモス本） を始め、 複数の
PHP 関連書籍を執筆。 最近では、 オープンソースの数値計算ソフトウエア Scilab の日本語化も行っている。
●米林 正明｜よねばやしまさあき● 株式会社 Abby( エビイ ) 代表取締役。 1977 年生まれ、 富山県出身。 2004 年より現職。 システム開発を
行い、 社外ではオープンソース活動や Java や AWS 関連の執筆や講演を行う。 趣味のバスケットボールは、 ほぼ毎週欠かさない。
●川崎 有亮｜かわさきゆうすけ● クルキューズ株式会社 取締役。 1977 年東京生まれ。 株式会社リクルートの R&D 機関 「メディアテクノロジー
ラボ」 で Mashup Awards を運営するとともに、 UI 技術を研究。 米国シリコンバレーのベンチャーキャピタル 「Recruit StrategicPartners」 を経て、
2012 年よりクルキューズ株式会社の共同創業者として活動開始。
●稲葉 香理｜いなばかおり● SRA OSS, Inc. 日本支社 マーケティング部 部長。 1998 年株式会社 SRA にエンジニアとして入社。 以来、 オー
プンソース一辺倒。 2005 年に SRA OSS, Inc. 日本支社の立ち上げに参加、 以降は、 マーケティング、 サービス企画を中心に活動。 2007 年より
現職。 PostgreSQL 関連のコミュニティ活動をもろもろ。
●法林浩之 | ほうりんひろゆき● 日本 UNIX ユーザ会幹事、 フリーランスエンジニア。 大阪大学在学中に日本 UNIX ユーザ会に参加し、 1992 年
より幹事。 2003 年から 2 年間は会長も歴任。 職歴としてはソニー、 インターネット総合研究所を経て独立。 現在はフリーランスエンジニアとしての
活動と並行して、IT イベントの企画・運営を行っている。 特にトークセッションの司会に定評があり、これまでに約 700 人の講演者の相手を務めている。
●馮富久｜ふぉんとみひさ● 株式会社技術評論社 クロスメディア事業部部長代理。 1975 年生まれ。 横浜市出身。 1999 年 4 月技術評論社
に入社。 「Software Design」 「Web Site Expert」 両誌編集長就任後、 現在は同社の電子メディア全般の責任者として、 クロスメディア事業部を
統括する。 社外において 「電子書籍を考える出版社の会」 の事務局長や WebSig24/7 モデレーターも務めている。

【DoorKeeper 事前予約】
２７００円（１ドリンク込）

てく

てく

http://techlion.doorkeeper.jp/events/2106
【DoorKeeper 予約なし】
３２００円（１ドリンク込）

さらに詳しく！

http://techlion.jp/
#TechLION
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