
特定非営利活動法人　日本PostgreSQLユーザ会　２００９年度活動計画書

２００９年度（２００９年４月１日～２０１０年３月末日）の活動を以下の通り計画する。

本部

　- 2009 年 4 月 総会併催セミナーを実施する

　- 2009 年夏ごろ 合宿を実施する

　- 2009 年 11 月 PostgreSQL Conference 2009 Japan を実施

　- 各種団体が開催する様々なオープンソースイベントに出展または講演する

　- 新たなグッズを作成する （クリアファイル、枡 を検討）

ポータル運営委員会

　委員長・主査 石井 達夫、主査 鈴木 幸市

PostgreSQL Conference 2009 Japan 実行委員会 

　委員長　稲葉香理

しくみ分科会 

　担当　坂田哲夫 理事、桑村潤 理事

　- 3 回の実施を目標として勉強会を開催する （5 月・8 月・2 月ごろをそれぞれ想定）

　- 過去には勉強会は平日のみの開催であったが、2009 年 2 月の勉強会アンケートでは、土日開催を希望す

る人が多いため考慮する／その他、分科会で得たノウハウや情報の共有という観点から、カンファレンス等への

参加も検討する。

会報分科会

　座長　加賀誠人 理事

　ポータルのスタートに伴い、PostgreSQL や JPUG 活動の最新情報の周知のチャネルとしての会報の役目は

小さくなりつつある背景のなか、 PostgreSQL と JPUG へのマーケットの理解を向上し、さらなる普及を目指した

めの印刷物、PDF、ポスターなどのマテリアルの編集／制作／Web サイト上での配布を実施する方向で活動内

容を変化させていく。

　-  情報提供の目的

　　--　PostgreSQL の機能についての紹介と周知（エンジニアはもちろん、決済権限者を読者に想定した

マーケティング視点での文書）

　　--　新しいバージョンで機能や性能が向上しているにもかかわらず、マーケットに根強く残る古いバージョン

でのイメージと、実際とのギャップを埋める

　　--　パフォーマンスチューニングやレプリケーションなど、経験の少ないユーザーにとってニーズの高いが情

報収集の難しい内容の、とっかかりとなる文書を提供し、競合する DBMS に比べ情報入手性が低い点

を解消

　-- JPUG の紹介、協賛会員様クレジット、会員募集について周知



　- 以下のような印刷物／PDF の制作、配布を計画

　　PostgreSQL カタログ

　　ホワイトペーパー

　　クイックリファレンス

　- その他

　　文書・書籍関連分科会、ポータル委員会とも協同し、JPUG として蓄積している情報の有効活用を図る。 

　　活動内容の変更にともない、分科会名称の改称を検討する。

北海道支部

　支部長　澤田 周 理事

　- OSC2009北海道 （6/20）への参加 （出展、セミナー）

　- 支部イベント（恐らく他コミュニティとの合同イベント）の開催

　- 支部勉強会を定期開催する体制の構築

東北支部

　支部長 高橋 直人理事

　- 勉強会の開催（年４回程度）

　- 支部セミナーの開催

　- オープンソースカンファレンスへの出展および発表

新潟支部

　支部長 本間 忍

　- 2009 年 8 月 1 日　OSC2009 in Niigata に参加予定

　- 2009 年下期 支部セミナー開催予定

　- 支部勉強会の開催（年 4 回程度）

名古屋支部

　支部長 沢田潔

　- 支部主催セミナー 2009(土曜午後)を３回開催。来場者参加型イベント(ハンズオン)
     --  サーバチューニング、HA+DRBD 勉強会、SQL基礎講座など

　- 8 月 22 日開催予定の OSC2009名古屋に協力団体として参加

　- 東海地方の OSS セミナーに協力団体として参加

     --  FLOSS桜山, Xoops Cube 東海(XCT), 東海インターネット協議会(TIC)
         DeLLa.JS, Python東海, Developer Study Tokai、CSnagoya、WCAN
　- 名古屋支部員を全国の支部セミナーへ講師として派遣する



関西支部

　支部長 宗近龍一郎

- 支部主催セミナー 2009(土曜午後)を 2～3 回開催。来場者参加型イベント

- OSC2009 kyoto(JPUGブース、できれば講演も)
- 関西オープンソース 2009 (JPUGブース、できれば講演も)

中国支部

　支部長　小松 誠

　- 2009 年 5 月 岡山 セミナー開催予定

　- 2009 年 11 月 広島 セミナー開催予定

四国支部

　支部長 山下 武志

　- 2009 年 7 月 高松 セミナー開催予定

　- 2009 年 9 月 徳島 セミナー開催予定

九州支部

　支部長　清末 直

　奇数月の第 2金曜日に、勉強会を開催予定とし、偶数月の第 2金曜日に、定例会の開催予定としています。

　その他、OSC など九州内のイベントへの参加を予定しています。

    - 2009 年 5 月 15 日(金)　支部勉強会の開催予定

    - 2009 年 7 月　支部主催セミナーの開催予定

    - 2009 年 9 月　支部勉強会の開催予定

    - 2009 年 11 月　支部勉強会の開催予定

    - 2009 年 11 月 or 12 月　OSC2009 in Fukuoka に参加予定

    - 2010 年 1 月　支部勉強会の開催予定

    - 2010 年 3 月　支部勉強会の開催予定

沖縄支部

　支部長　屋比久 友秀

    - 2009 年 9 月　OSC2009 Okinawa に参加予定

    - 2009 年下期 支部セミナー開催予定

サーバー担当

　座長 馬場俊彰 理事、担当 小山哲志 理事、大垣靖男理事

　- 過去のトラブルの解決　ML アーカイブ、文書管理分科会のバージョン管理リポジトリ

　- 新サーバへの移設を完了させる

　- 組織的な運用体制の構築・確立・周知　2008 年度トラブルの反省を踏まえ、トラブルに対して個人に依らず

組織的に対応できる体制をつくる予定



　- 情報共有のしくみの確立　大垣理事を中心に進めている情報共有のしくみを設置・軌道に乗せる予定
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