
【10月29日（金）】　受付開始 13：00

※都合により講師、内容などが変更となる場合がありますので予めご了承ください。
※会場の都合により、ご希望のセッションにご参加できない場合がありますので予めご了承ください。　

●10月29日（金）13:30～17:00
　「ご同伴者のためのプラン」をご用意させて
　いただきましたので是非ご参加ください。

ご挨拶14：00▶14：20

記念講演14：20▶15：50

特別講演16：10▶17：20

情報交換会17：30▶18：50

Program

ユニシス研究会　会長　幸重 孝典 （全日本空輸株式会社　執行役員）
日本ユニシス株式会社　代表取締役社長　籾井 勝人 

歴史に学ぶリーダーの条件
小説家　童門 冬二 氏

休　憩15：50▶16：10

休　憩17：20▶17：30

会員同士での情報交換および懇親
次年度全国フォーラムのご案内

ユニシス研究会 
全国フォーラム2010
開催日：10月29日（金）・30日（土）
主会場：ホテルセンチュリー静岡

特別講演1

特別講演3

特別講演2

浅間大社の歴史と富士山信仰
富士山本宮浅間大社 宮司　中村 德彦 氏

目標を持つことから始める『自分づくり』
そして、スポークスウーマン「ミス ユニバース」の世界
ミス ユニバース 2007　森 理世 氏

ここまで来たクラウド
～進化するクラウドサービスの先進技術と活用事例
日本ユニシス株式会社　ICTサービス本部 副本部長　庭山 宣幸

静 岡



歴史に学ぶリーダーの条件
小説家　童門 冬二 氏

ここまで来たクラウド
～進化するクラウドサービスの先進技術と活用事例

日本ユニシス株式会社　ICTサービス本部 副本部長　庭山 宣幸

日本ユニシス株式会社　ＩＣＴサービス本部　副本部長

特別講演－3  16：10～17：20

特別講演－1 いずれかの講演を選択

●プロフィール

ミス ユニバース 2007　森 理世 氏

祖母そして母親から受け継いだ森家の女性の生き方。世界の舞台で
踊ることを目標に掲げ努力してきたこと。どのようにして世界80カ国の
代表たちの中から、世界一の栄冠を勝ち取ったかなど『自分づくり』に
ついてお話します。また、余り知られていない本当の「ミス ユニバース」
とはどのようなものか、活動を通じて得たものをご紹介します。

1986年12月24日静岡市生まれ、4歳から母の元でジャズダンスを始める。高校からカナダに留学し、同時にバレエ学校にて教師課程を
修了。ニューヨーク「ロケッツ・サマーインテンシブ・プログラム」に日本人として初めて合格し、プログラムを修了する。2007年、ミス ユニ
バース日本代表選考会で優勝、メキシコで行われた世界大会で優勝し、世界一の栄冠に輝く。「ミス ユニバース」として、エイズの知識普
及活動や難病をかかえる子供たちへの支援をはじめ、様々なチャリティー・ボランティア活動に従事し、ニューヨークを拠点に世界15カ国を
巡る。現在は、母親と共に地元静岡にダンススタジオ「I.R.M.アカデミー」を開設し、これまでの活動経験を活かし、幅広い層へ直接指導に
あたる。著書「シンプルライフ」（2010 アメーバブックス新社）

情報交換会  17：30～18:50

記念講演  14：20～15：50 特別講演－2 特別講演－3

幕末は第２の戦国時代である。
現在と共通する時代相の中を生きぬくためには、リーダー
はまずグローカルな姿勢が必要だった。グローカルとは、
地域人・日本国民・国際人の３人格を基にする問題意識
が大切だということである。
それを具体的にどう実現したか、坂本龍馬と岩崎弥太郎
の２人を例に考えてみたい。

クラウドコンピューティングは実用段階に入りました。
ICTリソースの共有と利用がビジネスイノベーションを生み出し、さらに
ICTを進化させています。安心・安全な日本ユニシスのエンタープライズ
クラウドサービスを支える最新技術と移行シナリオ、そしてクラウド活用に
より高い効果を実現したお客様の事例を、ユニシス研究会の皆様に
「ここだけの話」も交えてご紹介します。

浅間大社の歴史と富士山信仰
富士山本宮浅間大社 宮司　中村 德彦 氏

古来より富士山は、秀麗なだけでなく、時には火を噴く恐ろしい山として
人々に畏敬されてきました。この富士山を御神体、信仰の対象として
いるのが、全国に約１３００社ある浅間神社です。本講演では、その
総本宮である当社の歴史と富士山頂上奥宮での奉仕体験から、なぜ
日本人が富士山にあこがれ、信仰をしてきたのかということを語ります。

特別講演－1  16：10～17：20

10月29日（金） 全国フォーラム・講演

１９４３年生まれ、愛知県豊橋市出身。１９６２年４月伊勢の皇學館大学に入学。１９６６年３月同大学を卒業後、４月に京都祇園の八坂
神社に奉職。１９７１年３月富士山本宮浅間大社に転任。２００８年７月同社第６６代宮司に就任。現在、神社本庁参与。静岡県神社庁
理事。同庁富士支部長。

●プロフィール

昭和2年、東京に生まれる。東京都庁に勤め、都立大学事務長、広報室課長、企画関
係部長、知事秘書、広報室長、企画調整局長、政策室長などを歴任して退職、作家活
動に入る。歴史の中から現代に通ずるものを好んで書く。執筆活動のかたわら、講演活
動も積極的に行なっている。第43回芥川賞候補。日本文芸家協会、日本推理作家協
会会員。平成11年 勲三等瑞宝章受賞。

●プロフィール

全国の会員の皆さまとの交流の場をご用意させていただきました。駿河湾、
遠州灘、浜名湖と、豊かな海に面した静岡県は魚の宝庫。各地の港で
水揚げされた新鮮なお魚、最近流行りの地元の味覚を静岡地酒銘酒と
ともにお楽しみください。又、女性コーラスでのお出迎え、2007年7月に
創部した日本ユニシス実業団バドミントン女子チームの華麗で迫力のある
プレイを実感いただけるアトラクションもご用意しています。

ご同伴者のためのプラン
10/29（金）　13:30～17:00

無　料

講演に参加されないご同伴者のため
のプランをご用意させて頂きました。 
お気軽にお申し込みください。 

体験工房「駿府匠宿」※で伝統工芸の
体験をしてみませんか！陶芸（ろくろ）
または和染めのどちらかをお選びいた
だけます。体験のあとはお茶とご当地
和菓子をご用意しています。尚、ご自身
の作品は、記念品としてお持ち帰り戴け
ます。（陶芸は、釜焼き後に、郵送）
※「駿府匠宿」は、今川、徳川時代から
受継がれた静岡市の伝統産業と歴史を
テーマに、静岡ならではの生活文化に触れ
る体験施設です。

目標を持つことから始める『自分づくり』
そして、スポークスウーマン「ミス ユニバース」の世界

特別講演－2  16：10～17：20

バドミントン女子チーム

伝統工芸体験・陶芸

伝統工芸体験・和染め

●プロフィール

どうも ん ふ ゆ じ

ふじさん ほんぐうせ んげ んたいしゃ のりひ こなかむら

り　 よもり のりゆきにわ やま



プログラムA～Dのいずれかひとつを選択ください
・募集定員：40名 ・最小催行人数：20名　＊ただし「親睦ゴルフ会」の募集定員は80名。

久能山東照宮……徳川家康公を祀る神社です。久能山山頂に
あり、権現造りで総漆塗りの社殿と、ほか12の建造物が国の重
要文化財です。当時の技術の粋を集めた絢爛豪華な建造物
は、天下泰平の思いが表現されていて圧巻です。
体験工房・駿府匠宿……今川、徳川時代から受継がれた静岡
市の伝統産業と歴史をテーマに、静岡ならではの生活文化を

幅広い年齢層の方々に体験していただける施設です。静岡の特産品や、東海道宿場町の
豆知識・旅道具などに触れていただくこともできます。
丸子宿・待月楼……創業大正八年。懐石料理をスタイルとし、地の素材を生かして、時には

A

予定コース ホテル 日本平ロープウェイ･久能山東照宮 体験工房・駿府匠宿 丸子宿　       待月楼（昼食・名物とろろ汁付  和懐石） グランシップ「世界のお茶まつり2010」 焼津さかなセンター
8:30発

西洋の素材も取り入れ、日本料理の手法で静岡から全国に発信します。旬の素材を
使った懐石料理と、自然薯を使った名物とろろ汁をお楽しみ頂けます。
世界のお茶まつり2010（静岡県コンベンションアーツセンター：グランシップ）……お茶の産地・静岡
で、国際的な交流を深めるとともに、お茶の魅力を堪能していただけるイベントです。伝統
的なお茶の文化体験だけではなく、新しいお茶のスタイルやおもてなし方法を体験して
いただけます。日本各地、世界各国のお茶・茶器・文化をお楽しみください。

焼津さかなセンター……船元、魚仲買人、卸売業者、魚加工製造業者、お茶製造業者など70店舗が一堂に集っ
ています。日本有数の水揚高を誇るマグロやカツオをはじめ旬の鮮魚、塩干物、加工品ほか商品は安くて豊富に
揃っています。

富士山本宮 浅間大社……駿河一の宮として名高く、駿河の国
一宮で富士山の八合目以上を境内地として所有する全国1,300
余の浅間神社の総本宮です。本殿と拝殿を幣殿で結んだ浅間造
りの社殿に、木花之佐久夜毘売命を祀っています。徳川家康寄進
の本殿は慶長11年に完成したもので、国の重要文化財に指定さ
れています。境内には富士山の伏流水が湧く特別天然記念物の
湧玉池があり、神田川となって流れ出ています。 

東山旧岸邸……第56-57代首相を務めた岸信介が晩年を過ごした歴史的価値のある邸宅
です。独創的な近代数寄屋建築の分野を確立した建築家・吉田五十八が設計しました。
佐野美術館……鎌倉中期の備前長船長光の薙刀（国宝）などの日本初の名品多数、中国・

朝鮮古陶磁器、日本画、能面、平安時代の大日如来像など、多数の東洋古美術品を収蔵
しています。また美しい日本庭園を有しているのも佐野美術館の特徴です。美術品と合わ
せてお楽しみいただけます。
柿田川湧水……柿田川はほぼ全量が富士山に降った雨が由来の湧き水です。また、
長良川・四万十川とともに日本三大清流にも数えらています。飲料水として利用されている
他、ミシマバイカモ、カワセミなど貴重な動植物が生息しています。
三島わさび工場……工場で「わさび漬」や「農兵漬（白瓜・大根・胡瓜を一昼夜蜜漬けにしたものにわさびを加え
酒粕を練りこんだ物）」の製造工程を見学した後は、広 と々した店内でゆっくりとお買い物をお楽しみいただけます。
「わさびの辛味成分の香り」を体験できるトンネルも名物です。他店にはない、「オリジナルわさび漬けを十数種類」を
はじめ、「わさび関連商品」を取り揃えています。

静岡カントリー  島田ゴルフコース
東洋一の茶どころ、牧ノ原台地にレイアウトされた丘陵コース。
南アルプスや雄大な富士山、駿河湾を眺めながら、爽快なプレーが楽しめます。
季節ごとに美しい表情を見せるコースでのびのびとプレーをご満喫ください。
18H's Par72　Back ： 6,667y  Reg ： 6,253y

〒427-0107 静岡県島田市船木3500
TEL ： 0547-38-1313
FAX ： 0547-38-0504
URL ： http://www.scg.jp/shimada/index.htm
＊組み合わせによりスタート時間が異なります。詳細につきまし
ては、当日までにご案内をさせて頂きます。
＊ご自分で宿泊を手配されている方、現地集合される方は、
お申し込みの際、備考欄へコメントをご記入ください。
＊ゴルフ場にて朝食を用意しています。（参加費に含まれます）

10月30日（土） 全国フォーラム・地域見学会

静岡駅

予定コース ホテル （浜名湖・車窓見学）
8:10発

エアーパーク（航空自衛隊  浜松広報館）豊田佐吉記念館 うなぎ 藤田（昼食・うな重コース） スズキ歴史館 浜松市楽器博物館

予定コース ホテル 富士山本宮 浅間大社 東山旧岸邸
8:20発

三島駅松韻・佐野美術館内（昼食・鰻付き    和懐石） 佐野美術館 柿田川湧水（見学・お抹茶ご賞味） 三島わさび工場（見学・お買い物）
16：50頃

予定コース
ホテル    静岡駅静岡カントリー 島田ゴルフコース

6：00～6：30

中部
コース

8,000円

B
西部
コース

6,000円

C
東部
コース

7,000円

D
親睦
ゴルフ会
３１，０００円

豊田佐吉記念館……現在のトヨタグループの礎を築いた
豊田佐吉の生家を復元し、一般公開している記念館です。
自動織機の発明にとどまらず、佐吉の志・情熱を感じ親しんで
いただけます。生家、母屋、離れ、展示棟のほか、研究を続け
たという納屋などをご覧いただけます。
うなぎの藤田……創業明治25年から4代にわたり積み重ねてきた、伝統の技・味を守り続けて
いる鰻の名店です。伝統と確信の技を織り交ぜながら、日々精進を重ねて「美味しさ」の探求を
続けています。落ち着いた和の設えの中、鰻の醍醐味をご堪能ください。
エアーパーク（航空自衛隊 浜松広報館）……航空自衛隊を皆様にご理解いただくため、

航空自衛隊・浜松基地内に開設されました。戦闘機や装備品の展示をはじめ、戦闘
機型操縦体験シミュレーターや、全天周シアター等を設置するなど、見て・触れて・
お楽しみ頂けるテーマパークです。
スズキ歴史館……スズキが誕生した地であり、現在も本社をはじめ各工場がある「遠州
地方」について、その文化や産業、歴史などを紹介しています。時代とともに歩んできた
創業以来の製品と現在のクルマづくりの様子を展示しています。
浜松市楽器博物館……日本初の公立楽器博物館で19世紀のヨーロッパの豪華なピアノやホルンをはじめ日本、
アジア、アフリカ等世界の楽器約1,200点を展示しています。各方面から高い評価を得ている、世界でも最大規模・
第1級の楽器博物館です。体験できる展示が充実しており、音楽ファンならずとも楽しめるミュージアムです。

浜松駅
16：45頃

富士山静岡空港

17：00頃

16：30頃  札幌/福岡/    小松方向にお帰りのお客様は、ゴルフ場に隣接する空港が便利です。

久能山東照宮

豊田佐吉生家

富士山本宮 浅間大社

柿田川湧水

17：00頃

浜名湖の景観、モノづくりの原点を探る旅

浜松市楽器博物館

東海道の宿場町と食文化にふれる旅
写真提供：静岡観光協会

富士山に纏わる史跡・文化・自然を巡る旅

体験工房
駿府匠宿
体験工房
駿府匠宿

丸子宿 待月楼丸子宿 待月楼

焼津
さかなセンター
焼津
さかなセンター

静岡カントリー
島田ゴルフコース
静岡カントリー
島田ゴルフコース

豊田佐吉
記念館
豊田佐吉
記念館

世界の
お茶まつり
世界の
お茶まつり

Aコース
Ｂコース
Ｃコース

Aコース
Ｂコース
Ｃコース

うなぎの藤田うなぎの藤田

浜松市
楽器博物館
浜松市
楽器博物館

スズキ博物館スズキ歴史館

富士山本宮
浅間大社
富士山本宮
浅間大社

佐野美術館佐野美術館

柿田川湧水柿田川湧水

東山旧岸邸東山旧岸邸

エアーパーク
航空自衛隊
浜松広報館

エアーパーク
航空自衛隊
浜松広報館

三島わさび工場三島わさび工場

浜松駅浜松駅

静岡駅静岡駅

富士山
静岡空港
富士山
静岡空港

三島駅三島駅

久能山
東照宮

体験工房・駿府匠宿



参加申込みについて

参加券と請求書

●申込み方法

日本ユニシス株式会社内　ユニシス研究会事務局
〒135-8560　東京都江東区豊洲1-1-1
juua-info@unisys.co.jp
TEL：03-5546-7366　FAX：0120-548317

全国フォーラム講演、
情報交換会に関する
お問合せ先

株式会社 日本旅行 東京法人・コンベンション営業部
電話番号：03-5369-4535
メールアドレス：unisys_forum@nta.co.jp
担当者：田口・横倉・舟木

参加申込・宿泊・地域見学会に
関するお問合せ先

○印は参加。－印は不参加。
参加費

（消費税込み）

無　料

10,000円

講　演 情報交換会

ホテル名 基本プラン料金
（朝食付き、税・サービス料含む）

親睦ゴルフ会参加者用宿泊プラン料金
（朝食なし、税・サービス料含む）部屋タイプ

10月29日（金） 全国フォーラム参加費

10月29日（金） ご宿泊費

参加費
（消費税込み）

10月30日（土） 地域見学会参加費

プログラム種別

プログラム A 8,000円

コース名称

中部コース
プログラム B 6,000円西部コース
プログラム C 7,000円東部コース
プログラム D ３１，０００円親睦ゴルフ会

ホテル
アソシア
静岡

10,700円
12,700円
9,200円
10,700円
11,200円
9,300円

8,000円

9,200円
11,200円
7,700円
8,900円
9,400円
7,500円

6,900円静岡北ワシントン
ホテルプラザ

ホテル
センチュリー
静岡

※上記参加費には貸切バス代、施設入場料、昼食代が含まれています。
※親睦ゴルフ会場のメンバーの方は、お申し出ください。

お申込日時に関わらず、お申込完了確認の返信メールは送信いたし
ます。お申し込み締め切り後、ご本人宛に「参加券」を郵送します。
参加費請求書は全国フォーラム終了後に郵送いたしますので、請求書
に記載の指定口座へお振込み願います。参加券・請求書は株式会社 
日本旅行から代行発送されます。
全国フォーラムの申込受付業務、宿泊手配、地域見学会手配、参加費などの請求業務
につきましては、株式会社日本旅行東京法人・コンベンション営業部に委託しております。

インターネットよりお申込み http://www.yuni-ken.gr.jp

FAXよりお申込み 03-3225-1009

シングル

スタンダードツインの1人利用

スタンダードツインの2人利用（お1人様あたり）

シングル

スタンダードダブルの1人利用

モデレートツインの2人利用（お1人様あたり）

シングル

※ご夫婦でお泊りいただく方はホテルセンチュリー静岡を手配させていただきます。 ※ホテルでの朝食は付きませんのでご了承ください。

ユニシス研究会
ホームページ

上記　ユニシス研究会のホームページより
用紙をダウンロードしてお申し込みください

ACCESS

【主会場】
ホテルセンチュリー静岡
静岡市駿河区南町18-1
TEL：054-284-0111
http://www.centuryshizuoka.co.jp

交通案内
●JR静岡駅南口より、徒歩1分 
●静鉄新静岡センター駅より、徒歩10分

【宿泊ホテル】
ホテルセンチュリー静岡
TEL：054-284-0111 
ホテルアソシア静岡
TEL：054-254-4141
静岡北ワシントンホテルプラザ
TEL：054-221-0111
交通案内
●ＪＲ静岡駅北口より、徒歩１５分またはタクシー５分

●お申込み締切り

地域見学会（10/30・土） 2010年10月15日（金） 17：30
全国フォーラム・講演（10/29・金） 2010年10月22日（金） 17：30
＊ご宿泊希望の方はお早めにお申し込みください。

御
幸
通
り

昭
和
通
り

東海道新幹線

静岡駅
東海道本線

静岡北
ワシントンホテル
プラザ

ホテルアソシア静岡

ホテルセンチュリー静岡

新静岡駅

エスパティオ

パルシエ静岡中央局

静岡パルコ

SHIZUOKA 109

城内中

葵区役所

日映森岡ビル

伊勢丹

静岡ピカデリー
ZERO

丸井

松坂屋
静岡店本店静岡市美術館

静岡第一ホテル

東海道
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