
ホテル日航金沢／金沢駅からのアクセス地図

秋季大会
11/10(木)-11/11(金）

2 0 1 6

●電車・長距離バス
ＪＲ金沢駅兼六園口より徒歩３分 
●飛行機
小松空港より高速道路ご利用の場合、お車で約40分
【空港バスご利用の場合】
空港前バスのりばより、金沢駅行で約45～60分

●お車
【北陸自動車道】
・金沢西ICから約15分
・金沢東ICから約10分

Access

参加申込みについて 会場のご案内

事務局

ホテル日航金沢 〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1 TEL:076-234-1111

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター6階（富士通株式会社カスタマーリレーション統括部内）
TEL:03-6252-2253  FAX:03-6252-2798

旅行社【日通旅行㈱】からの宿泊ホテルの斡旋のご案内を同封しております。ご希望の方は内容をご確認のうえ、
添付の「参加申込書」の宿泊ホテルにご記入ください。
●費用は大会参加費と合わせてご請求させていただきます。

参加申込受付後、旅行社より申込責任者様へ請求書を郵送いたしますので、期日までに指定口座にお振込ください。
●振込手数料はご負担ください。●領収書は原則として発行いたしません。特にご入用の場合は参加申込書の備考欄にその旨ご記入ください。
●お申込み内容によって、キャンセル料が発生いたします。

ファミリ会ホームページまたは、添付の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX にてお申込みください。

FUJITSU ファミリ会http://jp.fujitsu.com/family/

TEL03-6256-0174　FUJITSU ファミリ会　秋季大会係【日通旅行㈱内】
営業時間　9:00～18:00（土・日・祝日休業）

申込〆切日｜2016年11月1日（火）

FUJITSU ファミリ会ホームページ

お問合せ窓口

お申し込み

お支払い

宿泊ホテルの斡旋

詳細は、別添の「金沢市内ご宿泊のご案内」をご覧ください。

［参加申込み、申込み後の内容変更等］

i n  H o k u r i k u

【2016年10月4日（火）より お申込み開始】

2016年10月4日（火）より お申込み開始
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1 日目

1日目

2日目

2 日目

Lecture & Session
ホテル日航金沢

 Inspection & Golf course
1 2※写真はイメージです

ごあいさつ
平素はファミリ会の活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。

さて、ファミリ会では恒例の「秋季大会」を、北陸支部・金沢にて開催いたします。

今回の秋季大会も、北陸地区にちなんだ様々なカリキュラムを予定しております。

つきましては、本大会開催に際し、ファミリ会会員の総意をもって臨みたく、

皆様におかれましては、是非とも参加いただきますようお願いいたします。

概要

¦ 2 0 1 6 年度秋季大会

FUJ ITSUファミリ会 会長　下條 泰利
サントリー興産株式会社  代表取締役社長

無料

有料※

● 開催期日 ： 2016 年11 月 10 日（木）～11 日（金）

● 開催場所 ： ホテル日航金沢

● 募集定員 ： 1,000 名 

● 参加資格 ： FUJITSUファミリ会会員企業・団体の方

●スケジュール ： 11 月10 日（木）
講演・イベント・セッション
懇親会 8,000円（税込）

11 月11 日（金）
視察6コース＆ゴルフコース
※費用の詳細は5～6ページをご覧ください

写真提供：金沢市
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11/10( 木 ) 特別講演、記念講演、北陸スペシャルイベント、セッション 2 テーマを開催します。

特別講演

北陸
スペシャル
イベント

1 日目

Lecture & Session

セッション
１

セッション
2

懇親会（立食パーティー）

※写真はイメージです

記念講演

３ ４

ホテル日航金沢 無料※

※懇親会のみ8,000円（税込）かかります

写真提供：金沢市

FUJITSU ファミリ会http://jp.fujitsu.com/family/
富士通ファミリ会ホームページ

石川県中小企業団体中央会 会長 
前金沢市長

山出 保 氏
Tamotsu Yamade

「まちづくり ものづくり
  金沢の物語」

私たち遊学館高等学校バトントワリング部は今年で創部39年目を迎えます。昨年
の夏の全国大会「ジャパンカップ全国高校選抜大会」では3年連続優勝（3連覇）、
冬の全国大会「バトントワリング全国大会」では27年連続北陸代表として出場、
3年ぶり通算4度目のグランプリ（金賞としては通算11回目）を獲得し、文部科学
大臣賞を受賞、日本一の栄冠に輝きました。「石川から全国へ！」を合い言葉に、
挑戦と向上を日々のテーマとしています。チームのモットーは“顔は笑顔、心はひとつ、めざすは一番”です。いつも前
向きにベストを尽くす姿勢が私たち遊学館バトンの信条です。また、年間40回を超える出演を通して多くの方々と交
流を図り、温かい笑顔で心を結んでいます。今回も元気いっぱい笑顔で演技いたします。よろしくお願いいたします！

福井県勝山市出身で勝山中から八王子実践高、そして筑波大へ。大学の星として
ユニバーシアードに３回出場し、その活躍が認められ1979年全日本入り。1981年に
名門日立に入社。1981年東京ワールドカップで人気沸騰、女子バレーブームに火を
つけ、ロサンゼルス五輪で銅メダル獲得。オリンピック後、かねてからの希望であった
教職の道に転身。2004年に下着メーカー㈱シャルレの代表取締役社長に就任。同
ホールディング㈱テン・アローズの代表執行役社長も兼任。2007年、同企業を退任
し、2008年からは三屋スポーツラボを主宰し、健康を運動・栄養・休養と多面的に捉
え、活動のフィールドをさらに広げている。2011年3月の震災直後に「東日本大震災
健康支援プロジェクト“こころとからだの健やかのために”」を立ち上げ、避難所・仮設住宅への健康支援及びバレーボール
を通して青少年の健全育成を目的とするボランティア活動で、百数十回を越える訪問を行ってきている。老若男女の幅広
い対象の健康・スポーツ・教育を活動の柱として、あらゆる分野で活躍できるオールラウンドプレーヤーとして活躍中。

1931年、金沢市の小立野台に生まれる。1954年に金沢大学卒業。1990年、
金沢市長に初当選し、5期20年在職。この間、2003年6月から全国市長会会
長を2期4年務める。2013年、石川県中小企業団体中央会会長に就任。
2000年に日本建築学会文化賞、2005年に日本都市計画学会石川賞を受
賞。2010年にフランス共和国レジオン・ドヌール勲章シュバリエ章を受章。
2015年に日本イコモス賞を受賞。著書に『金沢の気骨』（2013年 北國新聞
社）、『金沢を歩く』（2014年 岩波新書）、『金沢らしさとは何か』（2015年 北國
新聞社）。

スポーツプロデューサー 

三屋 裕子 氏
Yuko Mitsuya

「人生のデザイナー」

遊学館高等学校
バトントワリング部による
パフォーマンス

8,000円（税込）

受付13:00～

開会・挨拶

休憩

13:30～14:00

14:00～15:00

15:10～16:10 

16:15～16:30

15:00～15:10

「おもてなしの心
～加賀屋の流儀～」
株式会社 加賀屋 代表取締役相談役

小田 禎彦 氏
Sadahiko Oda

「オープンデータの
活用可能性に関する研究」
日本システム技術株式会社
データサイエンス事業部
ソリューション二部二課　課長

市原 泰介 氏
Taisuke Ichihara

16:40～17:40

18:00～19:30

詳細は、「FUJITSU ファミリ会ホームページ」をご覧ください。

セッション１・２は
２会場同時進行

1940年七尾市に生まれる。1958年金沢大学教育学部付属高校卒業、1962年立教
大学卒業。1962年㈱加賀屋専務取締役就任、1973年㈱タイコ食産代表取締役社
長就任、1979年㈱加賀屋代表取締役社長就任、2000年㈱加賀屋代表取締役会長
就任、2014年㈱加賀屋代表取締役相談役就任。現在は、七尾商工会議所特別顧
問、七尾マリンシティ推進協議会名誉会長、（株）香島津代表取締役(能登食祭市場
七尾フィッシャーマンズワーフ）、商工組合中央金庫石川商工中金会会長、石川県
観光連盟理事長、能登半島広域観光協会理事長として社会的活動をしています。　

企業がオープンデータ活用をはじめるた
めに、本分科会ではオープンデータ活用
企業の生の声を集めたベストプラクティ
ス集と、オープンデータを実際に調査・
実機検証した手順をまとめたスタート
アップガイドを作成。これらのツールを活
用し、新たな価値を生む企業・組織とな
るよう準備を始めることを提案します。

 LS 研究委員会 / 2015 年度 Leading-edge-Systems 研究 / 最優秀賞受賞

timetable

【2016年10月4日（火）より お申込み開始】
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11/11( 金 ) 秋の北陸をめぐる視察 6 コースと、ゴルフコースからお選びください。

※写真はイメージです

２日目

Inspection & Golf course

５ ６

●参加費には、バス代、昼食代、入場料等を含みます。

A～F共通

ご参加にあたって

ゴルフコース

●参加受付は申込先着順とし、定員になり次第締切らせていただき
ます。
●帰りの交通機関については、時間に余裕をもって手配くださいます
よう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
●天候などの諸条件により、必ずしも記載の視察内容がご覧いただ
けない場合があります。
●掲載の視察内容は、特に記載のない限り2016年8月現在の予定とな
ります。内容は変更となる場合がありますので予めご了承ください。

●参加費には、プレー代、食事代、賞品代等を含みます。
●組み合せ希望は「ゴルフ参加申込書」にご記入ください。
●ゴルフバッグをゴルフ場へ送られる際は、コンペ名「FUJITSUファ
ミリ会」及びプレー日「11月11日」をご記入ください。
●表彰式は行いません。プレー終了後は自由解散になります。

金沢 A コース
●定員：40 名
●金額：11 ,000  円 (税込)

金沢 B コース
●定員：40 名
●金額：10 ,000  円 (税込)

能登半島コース

●定員：40 名
●金額：18 ,000  円 (税込)

富山コース

●定員：40 名
●金額：12 ,000  円 (税込)

福井コース
●定員：40 名
●金額：12 ,000  円 (税込)

能登半島コース［1泊 2 日］

●定員：20 名
●金額：55 ,000  円 (税込)

ゴルフコース

●場所：片山津ゴルフ倶楽部
〒922-0401 石川県加賀市新保町ト1の1  TEL：0761 -74 -0810

●白山コース  定員：160 名　金額：39,000 円(税込)

●加賀コース  定員：  60 名　金額：33,000 円(税込) 

A B C D E F

先着順

日帰り 日帰り 日帰り 日帰り 日帰り1 泊 2 日

1 日目

2日目

日帰り

写真提供：金沢市

写真提供：金沢市 写真提供：金沢市

08:00出発 
08:05
09:00
10:15
11:45
13:00
14:15頃
15:05頃

ホテル日航金沢
近江町市場
金沢城・兼六園
石川県観光物産館（和菓子手作り体験）
昼食『松魚亭』
ひがし茶屋街（金箔貼り体験）
金沢駅
小松空港

08:45出発 
08:50
10:00
12:10
13:15
15:00
16:20頃
17:10頃

ホテル日航金沢
近江町市場
ニッコー㈱（工場視察）
昼食『松魚亭』
ひがし茶屋街（金箔貼り体験）
松井秀喜ベースボールミュージアム 
小松空港
金沢駅

08:00出発
09:30
11:30
12:45
14:30
16:30頃
17:30頃
18:20頃

ホテル日航金沢 
うるしの里会館（絵付け体験）
昼食『禅どうふの郷｢幸家｣』
大本山永平寺
めがねミュージアム（めがねストラップ製作体験）
福井駅
小松空港
金沢駅

08:00出発
09:10
11:00
12:15
13:10
15:15頃
15:45頃
17:00頃
17:50頃

ホテル日航金沢
世界遺産・五箇山（相倉合掌造り集落）
高岡山瑞龍寺
昼食『柿の匠』
大寺幸八郎商店（錫アクセサリー体験）
富山駅
富山空港
金沢駅 
小松空港

すず

08:30出発
09:20
10:20
11:40
14:40
16:00頃
16:50頃

ホテル日航金沢
千里浜なぎさドライブウェイ
巌門（能登金剛遊覧船）
昼食・入浴『和倉温泉 加賀屋』
気多大社
金沢駅
小松空港

09:00出発
09:50
10:50
12:00
13:45
15:00

11:00出発
11:45
12:30 
14:30
15:50頃
16:40頃

ホテル日航金沢
千里浜なぎさドライブウェイ
巌門（能登金剛遊覧船）
昼食『能登金剛センター』
和倉昭和博物館とおもちゃ館
和倉温泉 加賀屋〔宿泊〕

和倉温泉 加賀屋
気多大社
昼食『大社庵』
箔一本店 箔巧館（金箔貼り体験）
金沢駅
小松空港

11/11（金）～12（土）

『霊峰「白山」に向かって打つショットは爽快』
霊峰「白山」に向かって打つショットは爽快。緩やかなスロープを持つアウトと
フラットなインが特徴で、風格のある松が各ホールをセパレート。グリーンと
設計者・佐藤儀一氏特有のアリソン・バンカーの妙味あるレイアウトが攻略法
を問いかけます。

『加藤俊輔氏設計・監修の全長7000ヤード超えトーナメントコース』
平成8年、加藤俊輔氏の設計・監修で大改修を行い、全長7000ヤードを
超えるトーナメントコースに生まれ変わりました。海浜の平坦な地形を
活かしながら大小のマウンド、グラスバンカーなどが絶妙に配置され、
松林の大自然とマッチした戦略性に富んだコースです。

白山コース

加賀コース

G olf

Ishikawa

Toyama

Fukui

※昼食は宿泊者と同等の食事をお楽しみいただきます

※徒歩プレーとなります

ゴルフは大人気のイベントです
お申込みはお早めに！

BA

C

E F

D



11/11( 金 ) 秋の北陸をめぐる視察 6 コースと、ゴルフコースからお選びください。

※写真はイメージです

２日目

Inspection & Golf course

５ ６

●参加費には、バス代、昼食代、入場料等を含みます。

A～F共通

ご参加にあたって

ゴルフコース

●参加受付は申込先着順とし、定員になり次第締切らせていただき
ます。
●帰りの交通機関については、時間に余裕をもって手配くださいます
よう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
●天候などの諸条件により、必ずしも記載の視察内容がご覧いただ
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●掲載の視察内容は、特に記載のない限り2016年8月現在の予定とな
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●参加費には、プレー代、食事代、賞品代等を含みます。
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●ゴルフバッグをゴルフ場へ送られる際は、コンペ名「FUJITSUファ
ミリ会」及びプレー日「11月11日」をご記入ください。
●表彰式は行いません。プレー終了後は自由解散になります。
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●金額：10 ,000  円 (税込)

能登半島コース

●定員：40 名
●金額：18 ,000  円 (税込)

富山コース

●定員：40 名
●金額：12 ,000  円 (税込)

福井コース
●定員：40 名
●金額：12 ,000  円 (税込)

能登半島コース［1泊 2 日］

●定員：20 名
●金額：55 ,000  円 (税込)

ゴルフコース

●場所：片山津ゴルフ倶楽部
〒922-0401 石川県加賀市新保町ト1の1  TEL：0761 -74 -0810

●白山コース  定員：160 名　金額：39,000 円(税込)

●加賀コース  定員：  60 名　金額：33,000 円(税込) 
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金沢駅
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17:10頃
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近江町市場
ニッコー㈱（工場視察）
昼食『松魚亭』
ひがし茶屋街（金箔貼り体験）
松井秀喜ベースボールミュージアム 
小松空港
金沢駅

08:00出発
09:30
11:30
12:45
14:30
16:30頃
17:30頃
18:20頃

ホテル日航金沢 
うるしの里会館（絵付け体験）
昼食『禅どうふの郷｢幸家｣』
大本山永平寺
めがねミュージアム（めがねストラップ製作体験）
福井駅
小松空港
金沢駅

08:00出発
09:10
11:00
12:15
13:10
15:15頃
15:45頃
17:00頃
17:50頃

ホテル日航金沢
世界遺産・五箇山（相倉合掌造り集落）
高岡山瑞龍寺
昼食『柿の匠』
大寺幸八郎商店（錫アクセサリー体験）
富山駅
富山空港
金沢駅 
小松空港

すず

08:30出発
09:20
10:20
11:40
14:40
16:00頃
16:50頃

ホテル日航金沢
千里浜なぎさドライブウェイ
巌門（能登金剛遊覧船）
昼食・入浴『和倉温泉 加賀屋』
気多大社
金沢駅
小松空港

09:00出発
09:50
10:50
12:00
13:45
15:00

11:00出発
11:45
12:30 
14:30
15:50頃
16:40頃

ホテル日航金沢
千里浜なぎさドライブウェイ
巌門（能登金剛遊覧船）
昼食『能登金剛センター』
和倉昭和博物館とおもちゃ館
和倉温泉 加賀屋〔宿泊〕

和倉温泉 加賀屋
気多大社
昼食『大社庵』
箔一本店 箔巧館（金箔貼り体験）
金沢駅
小松空港

11/11（金）～12（土）

『霊峰「白山」に向かって打つショットは爽快』
霊峰「白山」に向かって打つショットは爽快。緩やかなスロープを持つアウトと
フラットなインが特徴で、風格のある松が各ホールをセパレート。グリーンと
設計者・佐藤儀一氏特有のアリソン・バンカーの妙味あるレイアウトが攻略法
を問いかけます。

『加藤俊輔氏設計・監修の全長7000ヤード超えトーナメントコース』
平成8年、加藤俊輔氏の設計・監修で大改修を行い、全長7000ヤードを
超えるトーナメントコースに生まれ変わりました。海浜の平坦な地形を
活かしながら大小のマウンド、グラスバンカーなどが絶妙に配置され、
松林の大自然とマッチした戦略性に富んだコースです。

白山コース

加賀コース

G olf

Ishikawa

Toyama

Fukui

※昼食は宿泊者と同等の食事をお楽しみいただきます

※徒歩プレーとなります

ゴルフは大人気のイベントです
お申込みはお早めに！
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ホテル日航金沢／金沢駅からのアクセス地図

秋季大会
11/10(木)-11/11(金）

2 0 1 6

●電車・長距離バス
ＪＲ金沢駅兼六園口より徒歩３分 
●飛行機
小松空港より高速道路ご利用の場合、お車で約40分
【空港バスご利用の場合】
空港前バスのりばより、金沢駅行で約45～60分

●お車
【北陸自動車道】
・金沢西ICから約15分
・金沢東ICから約10分

Access

参加申込みについて 会場のご案内

事務局

ホテル日航金沢 〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1 TEL:076-234-1111

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター6階（富士通株式会社カスタマーリレーション統括部内）
TEL:03-6252-2253  FAX:03-6252-2798

旅行社【日通旅行㈱】からの宿泊ホテルの斡旋のご案内を同封しております。ご希望の方は内容をご確認のうえ、
添付の「参加申込書」の宿泊ホテルにご記入ください。
●費用は大会参加費と合わせてご請求させていただきます。

参加申込受付後、旅行社より申込責任者様へ請求書を郵送いたしますので、期日までに指定口座にお振込ください。
●振込手数料はご負担ください。●領収書は原則として発行いたしません。特にご入用の場合は参加申込書の備考欄にその旨ご記入ください。
●お申込み内容によって、キャンセル料が発生いたします。

ファミリ会ホームページまたは、添付の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX にてお申込みください。

FUJITSU ファミリ会http://jp.fujitsu.com/family/

TEL03-6256-0174　FUJITSU ファミリ会　秋季大会係【日通旅行㈱内】
営業時間　9:00～18:00（土・日・祝日休業）

申込〆切日｜2016年11月1日（火）

FUJITSU ファミリ会ホームページ

お問合せ窓口

お申し込み

お支払い

宿泊ホテルの斡旋

詳細は、別添の「金沢市内ご宿泊のご案内」をご覧ください。

［参加申込み、申込み後の内容変更等］

i n  H o k u r i k u

【2016年10月4日（火）より お申込み開始】

2016年10月4日（火）より お申込み開始

金沢フォーラス

ホテル
金沢

ガーデン
ホテル

石川県立音楽堂

コンビニ

金沢東駐車場 ANA
クラウンプラザ
ホテル金沢ヴィサージュ

コンビニ

コンビニ

APAホテル
金沢駅前

金沢都ホテル


