
wakamonog
reborn

yuyarin



wakamonog?



若者
(wakamono)

+ NOG
(network operators group)

wakamono(the young)+NOG



JANOG21 U-30 BoF

「U30で語り合うこれからの10年」

で生まれた若者コミュニティ

a young peoples’ community born at U30-Bof
“talk about future 10 years with U30s” of JANOG21



主な活動

main activities



インターネットの変化に箱はついていけるのか? 

 次の10年のセキュリティを考える 

 地方在住者から見たインターネットコミュニティの話 

JANOG21 U30-BoF

- Can boxes catch up the changes in the Internet?
- Considering the security in the next 10 years
- Internet communities from a view point of the countryside



自己紹介，情報交換 

300 通到達 @ 2012/06/29 

wakamonog ML

- self-introduction, information exchange
- reached 300 mails, Jun 29th



2011/08/12 ＠世界の山ちゃん 田町三田口店

15名

YENKAI

drinking party at a TEBASAKI restaurant with 15 wakamonogers
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そんなwakamonogも

this wakamonog will



次回JANOG31で

at the next JANOG 31



５周年

mark 5th anniversary



なのですが…

but...



初期メンバー達は
若者から中堅になり

startup members have gone up to higher positions



新しい若者は
なかなか増えず

new young person won’t join 



最近の活動は
ほとんどない

few activities in these days



(́・ω・｀)

depressed...



だったら

if so,



wakamonogは

wakamonog will



reborn



生まれ変わりましょう

reborn



wakamonog 2G ?
second generation



wakamonog NG ?
next generation



designed by Shin Shirahata



vision



５年後にネットワーク業界を
中心となって支える

若者たちのコミュニティ

community for young people who work as core members
in the network industry after 5 years 
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で，どうやるお？

well, how are you gonna archive it?



その１
メンバーの枠を拡げる

first, expand diversity of members



今のJANOG

wakamonog

今のインターネット 将来のインターネット

未来の
wakamonog



第壱話

黒
船、襲来

some foreign-financed ICP are coming to change Japan



第弐話見
知
ら
ぬ、フロー

SDN like OpenFlow is getting familiar and important



第
参
話

鳴らない、電

話
increasing traffic of mobile-phone carriers with smart phone



今のJANOG

今のインターネット 将来のインターネット

メーカ

ISP
キャリア

DC

ベンダ

アプリ

ICP モバイル

セキュリティ
Web

SDN



この話どこかで聞いた？

You have heard this story, haven’t you?



JANOG 22



「IPv4枯渇、あなたがお使いの      
　Webサービスは生き残れますか?」

IPv4 Exhaustion , can your web service survive?

http://www.janog.gr.jp/meeting/janog22/2008/07/ipv4web.html#
http://www.janog.gr.jp/meeting/janog22/2008/07/ipv4web.html#
http://www.janog.gr.jp/meeting/janog22/2008/07/ipv4web.html#
http://www.janog.gr.jp/meeting/janog22/2008/07/ipv4web.html#


通称

commonly known as



断絶
セッション

“disconnection” session
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インターネット(Web)

インターネット(IP)
断絶

“disconnection” between web service providers and IP ops



完璧で幸福な
インターネットを
実現するために
“Happiness is mandatory”

to enable perfect and happy Internet



完璧で幸福な
インターネットを
実現するために
“Citizen, are you happy?”

to enable perfect and happy Internet



若いうちから
みんなで仲良くしようぜ

Let’s get along well from younger



その２
組織として活動する

second, work as an organization



committeeを作る
wakamonogの取りまとめをする
複数人の体制で回す

set up a committee who coordinate wakamonog activities



その３
定期的に活動する

third, have activities periodically



隔月のペースでBoFと
YENKAIやりましょう！

JANOG振り返り
技術勉強会
etc...

let’s hold Bof and YENKAI bimonthly



キックオフ

Kick-off Meeting



YENKAI 6/30

参加者 18名
(non-JANOGer 6名)

18 attendees including 6 non-JANOGer
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wakamonog
メンバー募集

目安0x20歳以下
偉くない
やる気がある
通信が好き

Let’s join JANOG!!



http://wakamonog.jp/

Let’s join JANOG!!



諸先輩方へ

やる気ある若者を紹介してください

生暖かく見守ってください

Please introduce wakamonog to your younger members



ありがとうございました

Thank You!


