
P r o g r a m【10月23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解願います。
※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解願います。
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 　   ご挨拶

ユニシス研究会会長　株式会社ニチレイ 代表取締役会長　浦野 光人 氏
日本ユニシス株式会社 代表取締役社長　　井 勝人 

　  記念講演

私の取材ノート
～「その時歴史が動いた」の現場から～
NHKキャスター　松平 定知 氏

15：50　16：10　休　憩

   特別講演-1

戦艦大和を通してみる、
技術の進歩と平和の大切さ
大和ミュージアム 館長　戸髙 一成 氏

  特別講演-2

ものづくり、人づくり
鵤（いかるが）工舎 舎主　小川 三夫 氏

  特別講演-3

企業におけるクラウド・コンピューティングの活用
日本ユニシス株式会社　技術統括部技術経営室　田尻 純子

17：20　17：30　休　憩

   情報交換会　

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

●10月23日（金）14:00～17:00　「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。

ユニシス研究会 
全国フォーラム
2009
開催日：10月23日（金）・24日（土）
主会場：リーガロイヤルホテル広島

広 島



私の取材ノート
～「その時歴史が動いた」の現場から～
NHKキャスター　松平 定知 氏

企業におけるクラウド・コンピューティングの活用
日本ユニシス株式会社　技術統括部技術経営室　田尻 純子

2002年、日本ユニシス(株)入社。電力系大規模Webアプリケーション開発に従事した後、2007年より教育ソリューション
「RENANDI」の開発を担当。本ソリューションのSaaS化を実現し、日本ユニシスとして初のSaaS事業に参入。2009年4月より
日本ユニシスグループ全体の技術戦略・技術系人材戦略の立案を担当。

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

自分が棟梁として経験してきたこと、さらに鵤工舎を立ち上げ、技の
伝承、弟子を育成するかといった「ものづくり、人づくり」についてお話
いたします。
自分にウソ、偽りがないと思えることを精一杯やること、一生懸命やり
きって作ったものは何百年か経て建物が証明してくれます。
人を育てるとは、本人が気づき、意欲を持つことで決してこちらから教え
ることではないと思います。

1947年生まれ、栃木県出身。高校生の時、修学旅行で法隆寺を見て感激し宮大工を志す。21歳の時に法隆寺宮大工の西岡常一
棟梁に入門。唯一の内弟子となる。法輪寺三重塔、薬師寺西塔、金堂の再建では副棟梁を務める。1977年 独自の徒弟制度による
寺社建築会社「鵤工舎」を設立。2003年 「現代の名工」に選ばれる。2007年 設立30周年を機に棟梁の地位を後進に譲る。
2009年黄綬褒章　受章。　著書として「不揃いの木を組む」「木のいのち木のこころ<天・地・人>」「棟梁」など。

●プロフィール

特別講演－2  16：10～17：20

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

歴史をどのように捉え、そこから何を学ぶのでしょうか。
今年の３月、過去の遺物としてではなく新しい価値観
として歴史を捉え続けてきた「その時歴史は動いた」が
9年間の放送に幕を閉じました。歴史に体当たりで
挑んだメインキャスター・松平定知氏が、今その取材
ノートを開き、現代に活かすヒントを語ります。

クラウド・コンピューティングは検証・研究の時期を過ぎ、すでに実用段階
となっています。本講演では、クラウド・コンピューティングに関する日本
ユニシスグループの取組みを紹介するとともに、ユーザ企業様における
具体的な活用方法や課題について事例を交えて紹介します。

戦艦大和を通してみる、技術の進歩と平和の大切さ
大和ミュージアム 館長　戸髙 一成 氏

大和ミュージアムは本年7月にて2005年4月の開館以来、約4年2カ月
で来館者500万人を達成、地方博物館としては年間40万人の目標
をはるかに上回り、「大和ブーム」は続いています。
幕末開国以来、わずか70年ほどで日本の技術は世界一の戦艦を
建造するまでになりました。それは日本人の努力と勤勉さの象徴で
ありました。しかし同時に多くの悲劇を生みました。
戦艦大和を通して平和、技術とは何かを考えます。

特別講演－1  16：10～17：20

10月23日（金） 全国フォーラム・講演

呉市参事。1948年生まれ、宮崎県出身。1973年3月 多摩美術大学美術学部卒業。1992年4月 （財）史料調査会理事就任。1999
年3月 厚労省所管「昭和館」図書情報部長就任。2004年4月 呉市企画部参事補就任。2005年4月 呉市海事歴史科学館長就任。
著書『戦艦大和復元プロジェクト』　編・監訳『秋山真之戦術論集』『マハン海軍戦略』　共著『日本海軍史』『日本陸海軍事典』

●プロフィール

ＮＨＫのキャスターとして長年活躍。1944年生まれの東京育ち。1969年、早稲田
大学を卒業と同時にアナウンサーとしてＮＨＫ入局。朝と夜の「7時のテレビニュー
ス」、「その時歴史が動いた」キャスター、その他数多くのＮＨＫスペシャルを担当。
2007年11月にＮＨＫを定年退職後も、同局キャスターとして活躍中。
著書『歴史を「本当に」動かした戦国武将』（小学館）

●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。
アトラクションとしては「ひろしま神楽」をお楽しみください。自然の恵み・五穀
豊穣を讃える農耕儀礼である神楽を、華麗で躍動感あふれる「塩瀬神楽
団」に演じていただきます。衣装の美しさと和楽に合わせての素晴らしい
舞いをお楽しみください。

ご同伴者のためのプラン
10/23（金）　14:00～17:00

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下さい。 

ひろしま美術館……ゴッホの名作「ドー
ビニーの庭」をはじめ、モネ、ルノワールな
ど、印象派の絵画を所蔵する日本屈指
の美術館。 （学芸員の方の解説付き） 

平和記念公園……原子爆弾の爆心
地に近い一角に、世界平和への祈り
を込めて造られた公園。世界遺産に
登録された原爆ドームなど、数多くの
施設が点在します。
縮景園……広島藩主浅野長晟（なが
あきら）により、別邸の庭園として築
成。作庭者は茶人として知られる家老
の上田宗箇。縮景園の名は、景勝を
集め縮めて表現したことに由来します。 ゴッホの名作「ドービニーの庭」 ひろしま美術館

ひろしま神楽

ものづくり、人づくり
鵤（いかるが）工舎 舎主　小川 三夫 氏



プログラムA～Dのいずれか一つを選択ください
・募集定員：40名 ・最小催行人数：20名　＊ただし「親睦ゴルフ」の募集定員は80名。

２つの世界遺産巡りと岩国錦帯橋の旅
平和記念公園……元安川と本川の間にある12.2ｈａの公園です。昭和初期まで広島中心部
の繁華街として栄えていましたが、原子爆弾によって町は壊滅しました。爆心地の真下だった
ため、立ち残った原爆ドームを悲劇と平和祈念のシンボルとして保存する一方、周囲は公園と
して整備され、平和都市広島を世界に向けてアピールする場となっています。公園内には原爆
死没者慰霊碑をはじめ原爆と戦争の愚かさ、恐ろしさ、命の尊さを表したモニュメントが多く建て
られています。
広島平和記念資料館……平和記念公園内にある資料館で、世界ではじめて使用された
恐ろしい核兵器の開発から投下までの経緯、被爆の様子、被爆者の遺品などの展示に
よって原爆と広島について紹介しています。
錦帯橋……日本三名橋のひとつ「錦帯橋」は日本を代表する木造橋で1673年に5連アーチ
橋として完成しました。1922年(大正11年)には国の名勝に指定されました。

A

予定コース ホテル 平和記念公園 錦帯橋
8：００

広島駅【昼食】みやじまの宿「岩惣」 〈宮島    観光ガイドさんの案内で観光〉（徒歩）世界遺産：厳島神社、五重塔、千畳閣

厳島神社……厳島神社は、弘仁2年の文献にその名を見つける事ができる由緒正し
い神社で、日本三景の一つに数えられ、世界遺産にも登録されている日本を代表する
観光地のひとつです。平清盛が帰依したことから当時の貴族が住宅建築に用いた神
殿造りが建築に取り入れられています。一時衰退した時期もありましたが、毛利元就が
崇敬した事から再び華やかさを取り戻し現在に至ります。
五重塔……高さ27ｍで15世紀に創建されたといわれています。唐様を基調にして和様
の手法を実にうまく融合させ、内部の柱は上部が金らん巻きの装飾絵で、内壁には極彩色の仏画が描かれています。
千畳閣……豊臣秀吉が戦没将士の慰霊のために建立した入母屋造りの大経堂です。秀吉の死により天井の板
張りや正面入り口などは未完成のまま現在に至り、時代の流れを感じさせます。
【みやじまの宿「岩惣」】……創業１８５４年江戸末期より歩み続けてきた旅館で、その時々の季節感が堪能でき静寂
満点の環境にあります。また、皇族および閣僚等が利用する旅館としても知られています。

尾道・瀬戸内の文化と芸術と美味をゆっくり味わうグルメの旅
1999年に開通した瀬戸内しまなみ海道（西瀬戸自動車道）は広島
県尾道市と愛媛県今治市、その間の６つの島 を々１０本の橋で結ん
だ海の道です。本州と四国を結ぶ他の2つのルートに比べ最大の特
徴は自転車、歩行者道が設置されていることです。きらめく海、瀬戸内
の素晴らしい景観をお楽しみ下さい。

千光寺公園……標高144ｍの千光寺中腹に広がる公園です。園内には大同元年（806年）
創建と伝えられる真言宗の名刹「千光寺」があります。

文学のこみち……千光寺ロープウェイ山頂駅から千日稲荷まで続く全長1ｋｍが文学のこみちです。25の文学碑が
おかれており尾道ゆかりの林芙美子、志賀直哉、正岡子規、松尾芭蕉らの作品の一節が自然岩に刻まれています。
（ボランティアガイドに案内していただきます）
平山郁夫美術館……仏教伝来やシルクロードを描いたシリーズで知られる日本画壇の巨匠平山郁夫氏。氏が自身
の原点という故郷・瀬戸田の風景に包まれた美術館です。作品とともに生い立ちの記録や少年時代の絵画、取材
アルバム、書簡などを展示しています。
【海宿「千年松」】……目の前に広がる来島海峡を眺めながら地元の漁師とりたての魚料理を堪能していただきます。

広島カンツリー倶楽部～八本松コース～
巨匠・井上誠一と並び称される設計家、名手上田治氏により1963年開設。
コース全体はノーアウトバンズにレイアウトされ、ローカルルールの設計は極力さけ、変則的な
スイングを要求させるホールのアップダウンはできるだけなくする、という設計方法により、
「ゴルファーを苦しめるコースではなく、楽しませるコースを」という、優しさと温かさをコースに求め
た思想により生まれました。
名前の通り松林にセパレートされたフラットで豪快さと、攻略の醍醐味が堪能できるチャンピオン
コース。爾来、松林と自然の地形を残した風格ある名門コースとして、トーナメントやアマチュア
の競技大会が数多く催されています。

〒739-0151
広島県東広島市八本松町原11083-1
TEL：0824-29-0511　FAX：0824-29-0093
URL：http://www.hiroshima-cc.golf-web.jp/
hachihonmatsu/index.html
＊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下さい。
＊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）

17：30頃16：40

10月24日（土） 全国フォーラム・地域見学会

広島空港

予定コース ホテル 〈海上自衛隊広報による案内〉江田島旧海軍兵学校 【昼食】クレイトンベイ    ホテル
7：45

広島駅大和ミュージアム、てつのくじら館 〈工場見学〉千福三宅本店 広島空港

予定コース ホテル 千光寺公園（文学のこみち散策） 【昼食】大島（海宿「千年松」にて）
8：30

広島駅〈館長による案内〉生口島（平山郁夫美術館）見学 新尾道駅 広島空港
17：40頃16：5016：10

予定コース
ホテル 広島カンツリー倶楽部 八本松コース 広島空港

6：00～6：30

平和公園・宮島・錦帯橋
コース

6,000円

B
呉・江田島
コース

5,000円

C
尾道・しまなみ海道
コース

11,000円

D
親睦
ゴルフ会
36,000円

戦艦大和を生んだ技術の粋、芳香漂う蔵めぐりの旅
大和ミュージアム：呉市海事歴史科学館……2005年4月にオー
プンしたミュージアムです。第二次世界大戦中、当時東洋で最大
級の海軍工廠があった呉で造られた世界史上最大の戦艦大和
について紹介しています。戦艦大和も参加した、海戦で多くの命
が失われた悲惨な歴史とともに、戦艦大和が当時日本における
造船の技術を集結した船であったことにも着目しており、呉の造船
の歴史や造船技術などについても展示されています。一番の見所は、細部まで復元された
1/10（26.3m）スケールの大和です。

海上自衛隊第一術科学校：旧海軍兵学校……世界三大兵学校でもあった海軍兵学校は1888年（明治21年）に
築地からこの地に移転しました。第二次世界大戦終戦によって約60年の歴史に幕がおりた後は、連合軍の教育施
設などとして利用されていましたが、1956年（昭和31年）に日本に返還され横須賀にあった自衛隊術科学校が江田
島に移転、その後幹部候補生学校として独立開校し現在に至ります。広報室の案内により、大正時代に建てられた
「大講堂」、「幹部候補生学校」「教育参考館」をご覧いただきます。
千福三宅本店……三宅本店代表酒『千福』は、ＣＭ曲「♪千福一杯いかがです～」でおなじみのお酒です。千福
という酒銘は、初代三宅清兵衛が女性の内助の功をたたえる意味から母「フク」妻「千登(チト)」の名をとり酒銘とした
といわれております。千福のお酒は中硬水を使用し、広島の酒としてはやや淡麗辛口の味わいとなっていますが、三宅
本店としてはお客様に愛される、ソフトで飲み飽きのしない味を追求しています。

17：35頃16：45

広島駅

17：10頃

17：20頃

錦帯橋錦帯橋

宮島宮島

平和記念公園平和記念公園

Aコース
Ｂコース
Ｃコース

千福三宅本店千福三宅本店

千光寺公園千光寺公園
広島カンツリー
倶楽部

広島カンツリー
倶楽部

広島空港広島空港広島駅広島駅

平山郁夫美術館平山郁夫美術館

大和ミュージアム大和ミュージアム江田島
旧海軍兵学校

江田島
旧海軍兵学校

宮島

大和ミュージアム
戦艦大和
大和ミュージアム
戦艦大和

しまなみ海道
多田羅大橋
しまなみ海道
多田羅大橋



◉ 参加申込みについて

◉ 参加券と請求書

◆お申込み締切り

地域見学会（10/24・土） 2009年10月9日（金）
全国フォーラム・講演（10/23・金） 2009年10月16日（金）
＊ご宿泊希望の方はお早めにお申し込みください。

◆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　銀座法人営業部
unisys_forum@nta.co.jp
電話：03-5565-6126　ＦＡＸ：03-5565-5552
（担当：岩田、谷、串田）

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23日（金） 全国フォーラム参加費

◉10月23日（金） ご宿泊費

参加費
（消費税込み）

◉10月24日（土） 地域見学会参加費

プログラム種別

プログラム A 6,000円

コース名称

平和公園・宮島・錦帯橋コース
プログラム B 5,000円呉・江田島コース
プログラム C 11,000円尾道・しまなみ海道コース
プログラム D 36,000円親睦ゴルフ会

ＡＮＡクラウン
プラザホテル広島

14,000円
19,000円
13,000円
19,000円
12,000円
17,000円
17,000円
8,100円
9,600円

13,000円
18,000円
12,000円
18,000円
10,000円
15,000円
15,000円
7,000円
8,500円

三井ガーデン
ホテル広島

リーガロイヤル
ホテル広島

※上記すべてのプログラム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。
※プログラムD参加費にはゴルフ場での朝食費も含まれています。

お申込み締切り後、ご本人宛てに「参加券」をお送りします。参加費
請求書は全国フォーラム終了後にお送りしますので参加費は請求書に
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。
なお全国フォーラムの申込受付業務、宿泊手配、地域見学会手配および参加費など
の請求業務につきましては、株式会社日本旅行銀座法人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 03-5565-5552

【主会場】
リーガロイヤルホテル広島
広島市中区基町6-78
TEL：082-502-1121 
http://www.rihga-hiroshima.co.jp/index.htm

交通案内
●JR広島駅から市内電車にて
　「紙屋町西」駅下車徒歩3分
●広島空港からエアポートリムジンにて
　「広島バスセンター」 約1時間
  ＊エアポートリムジン（片道￥1,300） 
  ＊空港からは、「広島バスセンター」行きと
  「広島駅」行きが出ています。 
  ＊広島バスセンターすぐ隣 

【宿泊ホテル】
リーガロイヤルホテル広島
TEL：082-502-1121 
ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
TEL：082-241-1111
三井ガーデンホテル広島
TEL：082-240-1131

ACCESS

シングル

ツインの１人利用

ツインの２人利用（１名分）

ダブル（１名分）

シングル

ツインの１人利用

ダブル（１名分）

シングル

ツインの１人利用

※ご夫婦でお泊りいただく方はリーガロイヤルホテル広島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。

相生通り

平和大通り

城南通り

広島城

ひろしま美術館

縮景園

広島バスセンター

ＮＨＫ

原爆ドーム

紙屋町西

平和記念公園

県庁

猿猴川

ＪＲ山陽新幹線

比
治
山
通
り

中
央
通
り

リーガロイヤル
ホテル

三井ガーデン
ホテル広島

ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル広島

広島駅

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
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