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 　  ご挨拶

ご挨拶並びにユニシス研究会20年記念功労者表彰式

　記念講演

リスクをチャンスにしよう
～これからの２０年の為に、日本の経済界が、取るべき道～
講師　塩川 正十郎 氏

15：50　16：10　休　憩

 特別講演-1

新潟清酒業界の今、そして未来へ
講師　嶋 悌司 氏

 特別講演-2

河井継之助・山本五十六にみる峠を越える思想
講師　稲川 明雄 氏

 特別講演-3

激変するワークスタイルとコラボレーション
～ICTで変わるこれからの社会とビジネス環境～
講師　日本ユニシス株式会社　上席常務執行役員　平岡 昭良

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

※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。

P r o g r a m【10月10日（金）】　受付開始 13：00
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▼
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▼
17：20

17：30
▼
18：50

ユニシス研究会 
全国フォーラム
2008
開催日：10月10日（金）・11日（土）
主会場：ホテル新潟



リスクをチャンスにしよう
～これからの２０年の為に、日本の経済界が、取るべき道～
講師　塩川 正十郎 氏

特別講演‒1 は、いずれかの講演を選択

河井継之助・山本五十六にみる峠を越える思想
講師　河井継之助記念館館長　稲川 明雄 氏

誠義とは何か、と問われれば世のため、人のために行う改革の心である
と思う。まず、みずからが良くならなければ、社会も良くはならないだろうと
考える悲愴な思いこそ、誠義であると思う。越後長岡（新潟県長岡市）
は、幕末と近代に敢えて巨大な権力に立ち向かった二人の人物がい
た。河井継之助と山本五十六である。二人は常在戦場の精神によって
育ち、卓抜な戦術眼と強いリーダーシップを持っていた。共通したのは鋭
い経済感覚と改革だった。

昭和１９年、新潟県長岡市生まれ。長岡市立互尊文庫司書、長岡市史編さん室長、長岡市立中央図書館館長などを経て現職。長岡郷
土史研究会会員。
著書として「河井継之助」「米百俵の心 ～小林虎三郎の決断～」「長岡城燃ゆ」「長岡城奪還」「長岡城 落日の涙」等多数。

●プロフィール

特別講演‒2 16：10～17：20

記念講演 14：20～15：50 特別講演‒2 特別講演‒3

「創造」・「変革」・「開拓」の３つのキーワードで、経済界
が取るべき道について、最新の情勢を盛り込んで、切り
込んだ、ご講演を戴く予定です。

創造 ：「お金を動かす仕事」「新しい金融・金流ビジネス」の創造。

変革 ：「高齢化社会」を大前提とする社会システムへの変革。

開拓 ：「地域開発」「地域活性化」を、政策で切り開き経済の活性
化を実現。

1921年大阪府布施市（現東大阪市）生まれ。1944年慶應義塾大学経済学部卒業。1967年衆議院議員に初当選。以後11回当選。
運輸大臣、文部大臣、内閣官房長官、自治大臣、国家公安委員会委員長、自由民主党憲法調査会長、税制調査会長、総務会長等を
歴任。2001年小泉内閣誕生と共に財務大臣に就任。2003年10月政界引退。
現在東洋大学総長、関西棋院理事長、日本相撲協会運営審議会委員、自由国民会議代表等数々の要職を務める。
著書「佳き凡人をめざせ」、対談集「日本の心」

●プロフィール

10月10日（金） 全国フォーラム・講演

激変するワークスタイルとコラボレーション
～ICTで変わるこれからの社会とビジネス環境～
講師　日本ユニシス株式会社　上席常務執行役員　平岡 昭良

SaaSやクラウドコンピューティング等の最新ICT技術を背景に、少子高
齢化や労働生産性の向上などの課題をどう解決していくかを、日本ユニ
シスが提供する新しい商品『SASTIK』等を例に、CIO／CISO／CPO 
の立場からご紹介致します。

日本ユニシス株式会社 上席常務執行役員
Chief Iｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅｒ　Chief Iｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｏｆｆｉｃｅｒ　Chief Ｐｒｉｖａｃｙ Ｏｆｆｉｃｅｒ

●プロフィール

特別講演‒3 16：10～17：20

新潟清酒業界の今、そして未来へ
講師　嶋 悌司 氏

数十年に渡り、自らリードし、進化し、発展してきた新潟産清酒の状況を
振り返りながら、
　● 酒とは何か？　　
　● 清酒の原点とは？　
　● これからの清酒はどこに向って行くのか？　
など原料問題などにも触れながら、美味しいお酒の楽しみ方や出会いの
素晴らしさを皆様にお伝えしたいと思います。

昭和４年7月新潟県新発田市生まれ。昭和25年3月官立宇都宮農林専門学校（現宇都宮大学）農芸化学科卒業、11月新潟県醸造試
験場勤務、昭和52年4月新潟県醸造試験場長就任、昭和59年4月朝日酒造株式会社工場長として入社、昭和60年11月取締役就
任、昭和62年11月常務取締役就任、平成３年11月専務取締役就任、平成９年12月取締役参与（非常勤）就任、平成13年12月朝日
酒造株式会社非常勤参与、平成15年9月朝日酒造株式会社退社。
新潟県ホタルの会事務局長として、平成元年の発足より11年間に渡り、「ホタルの里 越路町」の推進を始めとして、豊かな自然のバロ
メーターであるホタルの復活に力を注いだ。（平成12年６月に退任）
財団法人「こしじ水と緑の会」専務理事として、平成１３年６月の発足よりご尽力された。（平成15年10月に退任）
「あかい酒」の開発により日本醸友会技術賞、中小企業庁長官賞、新潟日報文化賞（産業部門）を受賞。後継者育成の功績で日本醸造
協会「石川弥八郎賞」を受賞。

●プロフィール

特別講演‒1 16：10～17：20

各種アトラクションをご用意させて戴きました。
その１つとして、「北京オリンピック バドミントン男子
ダブルス出場」の日本ユニシス坂本・池田選手からの
北京オリンピック報告並びに男子バドミントン部による
デモンストレーションを実施致しますので、お楽しみに！！

情報交換会



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　・最少催行人数：10名　＊ただし「親睦ゴルフ」の募集定員は80名。

ふるさとの偉人を訪ね、新潟自慢の食にふれる
国上寺（こくじょうじ）……和銅2年（709年）に越後一の宮弥彦大神の託宣により建立され
た、越後最古の古刹です。上杉謙信公の祈願寺として往時の隆盛を極めました。境内下方に
は、良寛が20年間住まいとした五合庵と歌碑２基がたてられています。今年は、良寛生誕250
年にあたり、又12年に1度の御開帳の年にあたり、ご本尊さまにお逢いすることが出来ます。
良寛の里美術館……良寛が愛弟子・貞心尼と出会った里に建てられ、二人の書や詩歌を
中心にゆかりの文人墨客の作品も展示されています。「和顔愛語」そのままの人柄に、心ゆ
くまで触れる事ができます。展示室の他、大型スクリーンに映像が映し出され、手軽に良寛を
知ることが出来るビデオルームや、習字、折り紙が体験できるコーナー等があり良寛の心を
身近に感じることが出来る美術館です。
河井継之助記念館……幕末の長岡藩政を担った、河井継之助の人間像を紹介するため長
岡市制百周年を記念し設立されました。継之助が西国遊歴の際に書いた旅日記「塵壷」や

A
長岡
コース
5,000円

予定コース ホテル 国上山
（国上寺・五合庵）

昼食
（寺泊：海風亭 日本海 にて「新鮮な魚料理」）

村上の町屋散策
（味匠・喜っ川）

昼食
（村上：創業250年料亭 能登新 にて「鮭料理」）

昼食
（佐和田：魚処 かすけ にて「海の幸」）

清水園
（旧新発田藩下屋敷）

良寛の里美術館
8：3０

朝日酒造 長岡駅到着河井継之助記念館 岩塚製菓工場見学

旅先の九州で買った蓑、司馬遼太郎の小説「峠」の自筆原稿など30点を展示しています。苦境を乗り越える力を
与え続けてきた継之助の「真の心」と対話をするひと時をお過ごしください。なお1日目の特別講演‒2では河井
継之助記念館 館長による講演が予定されています。
岩塚製菓……岩塚製菓は新潟を代表する産業（米菓メーカー）の代表的企業の一つとして、積み重ねてきた独
自の技術を高め、地域と密着した契約栽培の米や豆など原材料にこだわり、高級米菓「端花」をはじめ各種米菓
が全国で人気となっています。
朝日酒造……創業時の屋号から名を取った「久保田」で知られ、常に新潟の酒造りを牽引してきました。酒の品
質はもちろん、米と水を大切にし、地元の人 と々の「協働」で地域の農業と環境を守ることにも力を注いでいます。
酒蔵見学と試飲を楽しんでいただきます。また、1日目の特別講演‒1では「久保田」生みの親の嶋氏の講演を予
定しています。
※こちらのコースはＪＲ長岡駅にて解散致しますので、ご注意願います。

城下町村上・新発田を訪ねて
笹川流れ……松島の美麗と男鹿の奇抜さを合わせ持つ海岸美の景勝地で、県立自然公
園に属し、国の名勝天然記念物にも指定されています。11ｋｍにわたる奇岩青松と白砂海
岸が見事で澄みきった海は見るものの心を奪います。遊覧船に乗り素晴らしい景色をご堪
能いただきます。
イヨボヤ会館……日本初の鮭の博物館であるイヨボヤ会館は三面川に沿った約7.8ヘクタ
ールの鮭公園の中心施設となっています。切妻造りの会館は三階建てで半地下構造の地下
には人工河川を真横から眺められる生態観察室、1階には鮭の漁法や漁具、鮭の天然増
殖を進めた「種川の制」の歴史や明治時代以降普及した人工ふ化の方法がパネルで展示さ
れています。鮭を中心とした村上の文化にふれていただきます。

B
 村上
コース
5,000円

予定コース ホテル イヨボヤ会館
17：10頃８：0０

笹川流れ（遊覧船） 新潟駅到着市島酒造

村上町屋……県下で最も古い城下町に残る村上・町屋通り。かつての商人町に商家の建物が点在し、当時の
姿を残している店や、往年の姿を再現した店が点在しています。今回は創業寛永年間の鮭の専門店「喜っ川」を
訪れます。天井から吊るされた塩引き鮭は圧巻です。
清水園……城下町・新発田にある清水園は溝口家の下屋敷として造られ、清水谷御殿とも呼ばれています。広
い庭園は広さが15，200平方メートル、幕府の庭方の県宗智を招き造られ、近江八景を取り入れた純京都風で中
央に草書体の「水」の字をかたどった大泉池のある回遊式庭園です。敷地内では、新発田の文化歴史を展示し
た、郷土資料館もご覧いただきます。
市島酒造……大地主、市島家から分家した蔵元で寛政年間に酒造りを開始しました。200年以上の歴史を持
ち、「王紋」で知られる酒造です。日本で初めて女性杜氏が誕生したことでも知られています。施設内には、市島家
ゆかりの骨董品等も見学することが出来、酒蔵見学と試飲をお楽しみいただきます。

トキと史跡の島、佐渡早周り
佐渡金山……江戸時代、徳川幕府300年の財政の基礎を築いた佐渡金山。坑道の総延
長約400ｋｍは佐渡～東京間の距離に相当します。観光坑道では過酷な採掘の様子などを
等身大のコンピューターロボットの動きや音声で再現し、資料館では12．5ｋｇの金ののべ棒に
触れるアトラクションをお楽しみいただけます。
尖閣湾……世界一の海岸美としてノルウェー ハルダンゲルフィヨルドに勝るとも劣らない景
観であるといわれ、ハルダンゲルフィヨルドをそのまま日本語にしたのが尖閣湾です。佐渡随
一の景勝地といわれ昭和9年に「名勝地」に指定され、25年には「国定公園」に編入され、
最近では「日本の渚百選」にも選ばれています。今回は車窓からのご見学となります。
トキの森公園……田畑や森林の広がる大自然の中に、トキの保護・育成を目的として立てられ

C
佐渡
コース
14,000円

予定コース 両津港着 尖閣湾（車窓）ホテル 新潟港発ジェットフォイル
7：30 8：00 9：00

両津港発
15：30

トキの森公園 佐渡銘醸 新潟港着
16：30

新潟駅着
17：00頃

佐渡金山

た施設です。かつては島内にも多数生息していたトキは明治以降激減の一途をたどり日本産の最後のトキ「キン」
はここで息を引き取りました。現在（2008年5月28日現在）佐渡トキ保護センターには82羽のトキが飼育され一般
公開されています。資料展示館にはトキに関するさまざまな資料や剥製が展示されています。
佐渡銘醸……佐渡では最新鋭の醸造設備を持つ醸造家と知られ、微生物の研究と米の研究に裏付けされた近
代的な醸造方法から大変優れた酒質のお酒を醸造する酒蔵として知られています。大吟醸「天領盃」は第12回
国際酒祭り酒類審査会（ロンドン開催）、大吟醸部門にて第１位を獲得しています。酒蔵見学と試飲をお楽しみく
ださい。
高速艇ジェットフォイル……ボーイング社開発による「全没翼型水中翼船」で、走行を始めると船体が波の上に
浮上し、時速約80Kmで航行し、新潟～両津（佐渡）間を60分で結びます。

日本海カントリークラブ
はまなすが咲く日本海の渚の近く、美しい松林に覆われている砂丘に造られた27ホールのシ
ーサイドコース。自然のままの適度な起伏と赤松の大木がハザードとして生かされた設計。要
所に配された池、バンカーがより戦略性を高め、ティーからグリーンまで爽やかな緊張感ととも
にラウンドできる本格的なコースです。愛鳥ゴルフコースにも設定されたばかりでなく、NST新

D
親睦
ゴルフ会
25,000円

新潟駅着ホテル 日本海カントリークラブ
５：４５～６：００頃 16：30～17：００頃

予定コース

潟オープンゴルフ選手権大会が2度開催されております。

日本海カントリークラブ
〒959‒2609  新潟県胎内市荒井浜５２８‒３
TEL ： ０２５４‒４６‒２１２１   ＵＲＬ ： http://www.nihonkai-cc.co.jp

10月11日（土） 全国フォーラム・地域見学会

17：10頃

（現地直行予定のお客様の集合時間、および帰路新潟空港をご利用のお客様の移動については別途案内予定）

Cコース

新潟駅

両津港尖閣湾 村上の町屋
日本海
カントリー
クラブ

長岡駅

Bコース

Aコース

佐渡金山

高速艇
ジェット
フォイル

良寛の里美術館



■参加申込みについて

■参加券と請求書

◆お申込み締切り

平成20年9月30日（火）
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 東京法人営業部
unisys_forum@nta.co.jp
TEL：03-3593-0321　FAX：03-3592-0880
（担当：田口、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。－印は不参加またはなし。
フォーラム
参加タイプ

参加費
（消費税込み）

無　料

10,000円

講　演 情報交換会

①
②

ホテル名 料  金
（１泊朝食税・サービス料込）

部屋タイプ・利用条件
（部屋の広さ）

■10月10日（金） 全国フォーラム参加費

■10月10日（金） ご宿泊費

A C C E S S

※上記料金は、いずれも１泊朝食付の税金・サービス料込みの料金です。（冷蔵庫・クリーニング代等は別途個人会計となります）
※ご予約は申込先着順に受け付け、ご希望のホテルが満室の場合にはご連絡の上、他のホテルをご案内させて頂きます。
※地域見学会「佐渡コース」に参加希望のお客様は、ホテル日航新潟にご宿泊される事をお薦めいたします。

参加費
（消費税込み）

■10月11日（土） 地域見学会参加費

プログラム種別

プログラム A 5,000円

コース名称

長岡コース
プログラム B 5,000円村上コース
プログラム C 14,000円佐渡コース
プログラム D 25,000円親睦ゴルフ会

ホテル日航新潟
［TEL：025-240-1888］

１1，00０円
１3，000円

１1，5００円
１6，２00円

シングルルーム利用（16m²）

ツインルーム のシングル利用（22m²）

新潟東急イン
［TEL：025-243-0109］ ８，50０円

シングルルーム利用（20m²）

ツインルームのシングル利用（32m²）

シングルルーム利用(13.7m²）

ホテル新潟
［TEL：025-245-3333］

※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。

お申込み締切り後、ご本人宛に「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、株式会社日本旅行東京法人営業部に委託しております。

［主会場］
ホテル新潟
新潟市中央区万代5-11-20 
TEL ： 025-245-3333
http://www.hotelniigata.com

交通案内
● 新潟駅（万代口より）、
タクシー利用約5分、徒歩約10分

［宿泊ホテル］
ホテル新潟
TEL.025-245-3333
ホテル日航新潟
TEL.025-240-1888
新潟東急イン
TEL.025--243-0109

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（同封の申込書をご利用下さい） 03-3592-0880

南口

万代口バスターミナル

ダイハツ
明石通り

新潟駅

万代町通り
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佐渡
汽船

至 新
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丹
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