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13:30~ 開会・主催者挨拶・来賓挨拶

14:00~ 記念講演 「沖縄再発見」 作家 池上 永一 氏

15:00~ 講演 「DE&I違いを活かす～新しい日本型社会のヒント～」 富士通株式会社 執行役員 EVP CＭO 山本 多絵子 氏

15:30~ 講演 「技術で社会をやさしくする」 琉球大学教授 瀬名波 出 氏

16:10~

パネルディスカッション 「未来を見据え種をまき、育む」

沖縄国際大学 名誉教授 富川 盛武 氏 株式会社ワイズライン 取締役 学院長 芳山 紀子 氏（沖縄支部幹事）

株式会社YeeY 共同創業者/代表取締役 島田 由香 氏 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 氏

17:10~ クロージングアトラクション 玉城流玉扇会

17:30~ 次回開催支部挨拶 株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 執行役員 風間 隆男 氏

ライブ ワークショップ オンデマンド 現地参加

10:00~ プログラム紹介

14:00～16:00
●ワークショップＡ
「ミラトラLight」

●ワークショップＢ

「みらでざ」

10:00～
●LS研究委員会
セッション

●ファミリ会
論文セッション

アクティブ
プログラム

10:10~
記念講演「明日への種まき～第二の手をもつために～」

モデル 知花くらら氏

11:00~
講演「未来の顧客へつなぐ、ファンを育てるマーケティング」

株式会社一ノ蔵 代表取締役副社長 淺見 周平 氏

11:30~
講演「AlphaGOから6年 AIの進化で囲碁の世界がどう変わったか」

囲碁棋士（日本棋院）大橋 拓文 七段

12:50~ 沖縄住みます芸人が沖縄より中継します！

13:30~
講演「幸福が実感できる島」実現のための指標構築
～沖縄県民総幸福度GOH（Gross Okinawa Happiness）提言～

株式会社かねひで総合研究所代表取締役理事長 花牟礼 真一 氏

13:40~
「琉球はなぜアジア有数の交易国家となったのか
～持たざる小国の生き残り戦略～」

歴史家／前浦添市立図書館長 上里 隆史 氏

DAY1 11/17（木）

過去の歴史を振り返り、より良い社会の実現を目指して

年の日本の未来を語り合う2030

DAY2 11/18（金）

平素はファミリ会活動にご理解、ご協力をいただき誠に有難うございます。

新型コロナウイルスによる感染症などの疫病や大型台風や干ばつなどの気候変動による災害、ウクラ

イナ侵攻による世界経済への影響や食料問題など、予想もできない激しい変化が次々と起こるVUCA

時代をどのように生き抜くか、また、未来に向けて何をすればよいのかを、沖縄本土復帰50周年の地

で、今までの歴史を振り返り先人たちの苦労と知恵に学ぶとともに、豊かな自然の尊さを体感し、そ

れを守りながら進める経済活動の必要性を学んで頂ける秋季大会を実施いたします。

つきましては、本大会開催に際して、ファミリ会会員の皆様とともに2022年秋季大会を盛り上げた

く、会員企業の皆様におかれましては、是非ともご視聴いただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

FUJITSUファミリ会会長 佐藤智
第一生命情報システム株式会社代表取締役社長



13:30~ 開会・主催者挨拶

15:00~

DE&I 違いを活かす
～ 新しい日本型社会のヒント ～

富士通株式会社 執行役員 EVP CＭO 山本 多絵子 氏

15:30~
技術で社会をやさしくする

琉球大学教授 瀬名波 出 氏

16:10~ 

パネルディスカッション

未来を見据え種をまく
沖縄国際大学 名誉教授 富川 盛武 氏

株式会社ワイズライン 取締役 学院長 芳山 紀子 氏 (沖縄支部幹事)

株式会社YeeY 共同創業者 代表取締役島田 由香 氏（ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ）

富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 氏

13:50~ 来賓挨拶

司会 たかだしょうこ 氏

17:30~
次回開催支部挨拶
株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 執行役員 風間 隆男 氏

17:10~ クロージングアトラクション 玉城流玉扇会

14:00~

沖縄再発見
沖縄の本土復帰は「本土化」の掛け声の下、怒涛の勢いで駆け抜けた５０年で
した。同時に私たちは本土化していく中で、沖縄的であることを喪失していく
過程でもありました。歴史とは？ 文化とは？ 復帰世代の作家が再発見する
沖縄の魅力について語ります。

作家 池上 永一 氏

プロフィール
1970年生まれ、沖縄県石垣市出身。94年、早稲田大学在学中に『バガージマヌパナス わが島のはな
し』で第６回日本ファンタジーノベル大賞を受賞する。98年には『風車祭』が直木賞候補になる。

2008年刊行の『テンペスト』はベストセラーとなり、2011年の舞台化をはじめ、連続テレビドラマ、
映画にもなった。2017年『ヒストリア』では第８回山田風太郎賞、J-WAVE BOOK BAR大賞 2018
（大倉眞一郎氏セレクト）、第52回沖縄タイムス芸術選賞・文学部門大賞の三冠を達成。沖縄の伝承
と現代が融合した豊かな物語世界を確立し、圧倒的なスケールのエンタメ作品を次々と発表している。



12:50~
沖縄住みます芸人が沖縄より中継します！
12:50 首里城 13:10 美ら海水族館

10:10~

明日への種まき～第二の手をもつために～
国連WFPの活動を通じて感じた、食の大切さ。今日のそのひとくちが、子供た
ちの体と未来を作ります。食と教育は未来への種まき。本講演では、知花様の
現地での活動や貴重な体験と、このような支援活動に関わり続けられてきた理
由をお話しいただきます。

モデル / 元国連世界食糧計画（WFP）日本親善大使

知花 くらら 氏

プロフィール
1982年生まれ、沖縄県出身。多数の女性ファッション誌でモデルを務めるほか、TV・ラジオ・CMで
も活躍。上智大学を卒業した2006年にはミス・ユニバース世界大会で準グランプリに輝く。07年から
国連世界食糧計画(WFP)のオフィシャルサポーターに就任し、国連世界食糧計画(WFP)日本親善大使
を務めるなど約15年活動した。12年からは沖縄・慶留間島で子どもたちのための保養キャンプも主催。
19年には歌集『はじまりは、恋』を刊行。祖父の家を建て直したいという思いから、京都芸術大学建
築学科を21年卒業。

10:00~ プログラム紹介

11:00~

未来の顧客へつなぐ、ファンを育てる
マーケティング

株式会社一ノ蔵 代表取締役副社長 淺見 周平 氏

11:30~

AlphaGOから６年

AIの進化で囲碁の世界がどう変わったか

囲碁棋士（日本棋院）大橋 拓文 七段

沖縄住みます芸人

13:30~

「幸福が実感できる島」実現のための指標構築

～沖縄県民総幸福度GOH（Gross Okinawa Happiness）提言～

株式会社かねひで総合研究所 代表取締役理事長
沖縄経済同友会SDGs委員会チームGOHリーダー

花牟礼 真一 氏

ありんくりん オリオンリーグ

司会 松本愛生 氏

14:30~

琉球はなぜアジア有数の交易国家となったのか
～持たざる小国の生き残り戦略～

歴史家/前浦添市立図書館長 上里 隆史 氏



14:00~

16:00

⚫ワークショップB
異業種・若手社員のための創造の場

「 【秋季大会編】」

自分の未来を描くワークショップに参加してみませんか？
本ワークショップは、普段交流機会の少ない異業種・若手社員同士の対話を通じて、他者からの刺激や
新しい視点を取り入れる場です。「未来に向けて大切にしたいこと・自分にできること」を考え、ご自
身のキャリア形成に向けた行動のきっかけを作ります。
※「みらでざ」とは：異業種の若手社員が集まり、自分たちの未来をデザインする場。2022年度は3期生をお迎えし開催、2023年度
に4期生を募集する予定です。秋季大会では「みらでざ」のエッセンスを体験できる特別編をお届けします。

若手層向け

みらでざ

10:00~

ファミリ会論文セッション

入社3年以内の方を対象にテーマ「若手社員の取り組み」に関しての論文を募集、2021年度に新人賞を
受賞した6名の代表として、論文発表を行います。

●リモートネイティブ世代が理想の社会人になるための道のり
ENEOSシステムズ株式会社 櫻井 悠雅 氏

●行政サービスの環境構築における品質向上化の取り組み
オリオンシステム株式会社 中澤 祐美 氏

10:00~

LS研究委員会セッション

2021年度は12の分科会が研究活動を行いました。秋季大会では、受賞分科会の研究成果を報告いたします。

●Leading-edge Systems最優秀研究賞
「ハイブリッド/マルチクラウドに向けたシステム構成の設計と選択指針に関する研究(クラス2)」
クラウド化するシステムの「2つの移行方式のシステム構成案作成手順」、および「作成した構成案を評価す
る評価軸」を策定し、その有用性の検証結果を報告する。

●Leading-edge Systems 優秀研究賞（3分科会）
「テレワークにおけるコミュニケーションを中心とした働き方の研究(クラス1)」
特にチームの心理的安全性に着目し、ICTツールを介したコミュニケーション下の心理的安全性を損なう課題
に対する施策を検証し、「3週間でチームの心理的安全性を向上させる提言書」を報告する。

「ハイブリッド/マルチクラウドに向けたシステム構成の設計と選択指針に関する研究(クラス1)」
オンプレ・クラウドの選択指針を解明することを目的とし、オンプレ・クラウドの適正評価をレーダーチャー
トで可視化するツールを考案した。ツールおよびそのガイドラインについて報告する。

「テレワークにおけるシステム運用業務のあり方の研究(クラス2)」
テレワーク時でも出社時と変わらない作業時間・作業効率でのシステム運用を目的に、問い合わせフォームと
障害対応ガイドラインを作成。検証を行い、その有効性を報告する。

14:00~

16:00

⚫ワークショップA
デジタルビジネス推進リーダのための

対話型プログラム「ミラトラ Light」
富士通が全社で導入しているDX 変革のツール「パーパスカー ビング」をベースに、パーパスを起点と
した対話を通じ「自社ビジネスに自身のパーパスをどう生かせるか」、ビジネスの視点で組織の変革や
新たな価値創出のアイデアを明確にしていくワークショップです。
本プログラムでは、自分自身の内側に持つパーパスの原石を掘り出すワークをご体験いただきます。
（※2022年度より一部の会員様向けに実施。全3回のプログラムで構成されており、今回は一部を体験いただくものです。）

幹部・リーダー層向け



2日目 アクティブプログラム現地参加のご案内について

①歴史と復興から、戦略を構想する「首里城再建見学」
●定員： 60名
●参加費：5,800 円( 税込)

歴史家 上里隆史氏

首里城正殿

あああああああああああああ

アクティブプログラムの現地でのご参加にあたって

⚫ 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。
⚫ 参加費には、バス代、昼食代、入場料等を含みます。
⚫ 徒歩で移動する箇所がございます。出来るだけ歩きやすい服装、靴でお越しください。
⚫ 表記されている時間はあくまで目安となっておりますのでご了承ください。
⚫ 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2022年10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。
⚫ 写真・イラストはイメージです。
⚫ 内容については最終案内にて変更になる可能性もございます。

ラグナガーデンホテル 集合

那覇市内へバスにて出発

県庁前バスターミナル集合

首里城へバスにて出発

歴史家 上里隆史氏 講演
琉球王国は15世紀、小国ながらアジア有数の交易国家として成長
し、また近世期には幕藩制国家の支配下に入りながら文化と外交
力を駆使して明治まで存続した。日中の大国に挟まれたこの小さな
国がどのような戦略をもって生き残ったのか。「持たざる者」の知恵を
紹介いただけます。

昼食

ぐるっとツアー 歓会門コースor木曳門コース
琉球王国の歴史や文化、首里城について、首里城ガイドが解説し
ます。守礼門からスタートし、城郭内の主要な門やスポットを首里城
ガイドが解説しながら、一緒にまわるツアーです。
※昼食と視察体験については3班編成にて時間は前後いたします。

ワークショップ

バスにて那覇市内、那覇空港へ移動

那覇市内到着

那覇空港到着

8:35

8:45

9:05 

9:15

10:00

11:30

14:00

15:00

15:30

16:00

守礼門

◎キャンセルポリシー
11月1日～11月9日：50%
11月10日～11月15日：80%
11月16日以降：100％



2日目 アクティブプログラム現地参加のご案内について

②サスティナブル発想を鍛える｢沖縄美ら海水族館バックヤードコース」

●定員： 80名
●参加費：8,000 円( 税込)

美ら海水族館 統括 佐藤圭一氏

国営沖縄記念公園（海洋博公園）：沖縄美ら海水族館

アクティブプログラムの現地でのご参加にあたって

⚫ 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。
⚫ 参加費には、バス代、昼食代、入場料等を含みます。
⚫ 徒歩で移動する箇所がございます。出来るだけ歩きやすい服装、靴でお越しください。
⚫ 表記されている時間はあくまで目安となっておりますのでご了承ください。
⚫ 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。
⚫ 掲載の視察内容は、特に記載のない限り2022年10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。
⚫ 写真・イラストはイメージです。
⚫ 内容については最終案内にて変更になる可能性もございます。
⚫ バックヤードツアーについては当日の生き物の体調などによりで中止になる可能性がございます。その際は通常の沖縄美ら海水族館でのご視察の

ご案内とさせていただきます。ご了承の上お申込みください。

県庁前バスターミナル 集合

ラグナガーデンへバスにて出発

ラグナガーデンホテル 集合

沖縄美ら海水族館へバスにて出発

水族館統括 佐藤圭一氏 講演
新しい時代を見据えた持続可能な水族館の運営と展望

昼食

沖縄美ら海水族館見学＆バックヤードツアー
水族館のバックヤードには一体何があるのか？！
飼育員しか入れない作業現場をじっくり詳しくご案内します。観覧面
からでは分からない、裏側の秘密をガイドと一緒に見学。
※昼食と視察体験については数班編成にて行うため、時間について
は前後する可能性がございます。

ワークショップ

バスにて那覇市内、那覇空港へ移動

那覇市内 到着

那覇空港 到着

7:20

7:30

7:50 

8:00

10:00

11:30

14:00

15:00

17:00

17:30

◎キャンセルポリシー
11月1日～11月9日：50%
11月10日～11月15日：80%
11月16日以降：100％



2日目 アクティブプログラム現地参加のご案内について

③やんばるの自然保護と共生を学ぶ｢やんばるちむどんどんコース｣
●定員： 34名
●参加費：10,000円( 税込)

最北端辺戸岬 森林ウォーク

アクティブプログラムの現地でのご参加にあたって

⚫ 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。
⚫ 参加費には、バス代、昼食代、入場料等を含みます。
⚫ 徒歩で移動する箇所がございます。出来るだけ歩きやすい服装、靴でお越しください。
⚫ 表記されている時間はあくまで目安となっておりますのでご了承ください。
⚫ 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2022年10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。
⚫ 写真・イラストはイメージです。
⚫ 内容については最終案内にて変更になる可能性もございます。

県庁前広場集合集合

県庁前広場より出発

ラグナガーデンホテル集合

ラグナガーデンホテルへバスにて出発

ネイチャーガイドツアー
環境に配慮したEVバスに乗車し、やんばる国立公園や世界自然
遺産エリア付近をやんばるを知る地元ガイドがご案内する約2時間
のツアー。林道の途中でバスを下車し、亜熱帯の森を間近で観察し
ながら散策したり、眺めの良い東屋でゆったり自然を楽しむネイ
チャーツアーです。

昼食/買い物

沖縄の最北端辺戸岬
沖縄本島の最北端。与論島を遠く望み、サンゴ礁の断崖に太平洋
と東シナ海の波が砕ける雄大な眺望の岬。

うふぎー館

バスにて那覇市内、那覇空港へ移動

那覇市内到着

那覇空港到着
※昼食と視察体験については数班編成にて実施を行うため、時間
については前後する可能性がございます。

6:50

7:00

7:20 

7:30

9:30

11:40

13:00

14:00

14:40

17:00

17:30

◎キャンセルポリシー
11月1日～11月9日：50%
11月10日～11月15日：80%
11月16日以降：100％

ネイチャーツアー



オンライン視聴についてのご案内

オンライン視聴は仮想空間サービス「oVice（オヴィス）」を利用します。

秋季大会用oViceのURL、接続方法等、詳細につきまして11月16日（水）までにご案内します。

秋季大会用oViceは以下の日程にてオープンしますのでお気軽にお越しください。
オープン時間：11月16日（水）15:00 ～ 11月18日（金）イベント終了まで
※11月16日（水）に秋季大会を楽しく視聴するための「oVice体験ツアー」を開催します。
是非ご参加ください（詳細は別途ご案内）。

参加お申込はコチラ

お申込み

お問合せ

ファミリ会ホームページからお申込ください。

contact-family-autumn@cs.jp.fujitsu.com（テレワーク中につきお問合せはメールでお願いします。）

⚫ oViceとは
https://ovice.in/ja/

oViceは相手の様子を見て気軽に話しかけたりなど、 まるで隣で話しているようなコミュニケーションを取ることができます。

⚫ oViceを利用する際の推奨環境
・oViceではパソコン＋Google Chromeブラウザの利用を推奨しております。
また音声環境においては、イヤホン (ヘッドセット) の接続をお願いします。
・モバイル・タブレットでの使用も可能ですが、一部機能制限がございます。

※お申込後、「FUJITSUファミリ会 2022年度秋季大会：お申込いただきありがとうございました」のタイトル（件名）の受付完了
通知メールをお送りします。
※受付完了通知メール内に記載されている予約番号と、登録時に設定したユーザーIDとパスワードは忘れないよう保管ください。

⚫ 事前準備ガイド （oViceご利用時にまず実施していただきたいこと）
https://docs.google.com/presentation/d/1jM1_HHfhv0uzi1GXFUyYIDHBVGM-yOabL0MRrngFaM0/edit#slide=id.g12ebe489fa4_0_0

⚫ 基本操作ガイド ~初級編~
https://docs.google.com/presentation/d/1VKKBRNhy2yYLuRuBjpSGNEjV5MXK-w6mmrr5kPBTff8/edit#slide=id.g12fa1de05a7_0_507

⚫ よくあるご質問 （トラブルシューティングにお役立てください）
https://docs.google.com/presentation/d/11SO3yMLc8_w7Eh1timj963uRhPogGQTYFvaZwqe-Lgc/edit#slide=id.g12fd238d141_0_0

⚫ oViceのセキュリティに関するよくあるご質問
https://ja.ovice.wiki/3ce43d5c08314262b031b7f7018eda77

※ご参考 oVice ご利用ガイド

お申込〆切｜現地参加 2022年10月28日（金） 12:00まで
ｵﾝﾗｲﾝ参加 2022年11月14日（月） 17:00まで

https://ovice.in/ja/
https://docs.google.com/presentation/d/1jM1_HHfhv0uzi1GXFUyYIDHBVGM-yOabL0MRrngFaM0/edit#slide=id.g12ebe489fa4_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1VKKBRNhy2yYLuRuBjpSGNEjV5MXK-w6mmrr5kPBTff8/edit#slide=id.g12fa1de05a7_0_507
https://docs.google.com/presentation/d/11SO3yMLc8_w7Eh1timj963uRhPogGQTYFvaZwqe-Lgc/edit#slide=id.g12fd238d141_0_0
https://ja.ovice.wiki/3ce43d5c08314262b031b7f7018eda77


■タクシーをご利用の場合
・空港から約40分（距離14キロ / 約3,500円）
・那覇市内から約30分（距離10キロ / 約3,000円）
・名護市内から約90分（距離56キロ / 約9,800円）
<予約・お問い合わせ> 沖縄県ハイヤー・タクシー協会 TEL：098-855-1344 （社）全国個人タクシー協会沖縄支部 TEL：098-850-7677

■バス・モノレールをご利用の場合
●那覇バスターミナルから
沖縄コンベンションセンター前バス停まで約40～60分(540円) 

–系統番号 26番・32番・43番・55番(約40分)

・112番 (約50分)・99番 (約60分)

真志喜バス停まで約40～45分（540円/徒歩約11分）
-系統番号 20番・77番・120番(約45分 / 国際通り経由) 

23番 ・29番・63番(約35分 / 久茂地経由)

31番(約50分 / 久茂地経由)

●空港から
・那覇空港より臨時でシャトルバス運行予定となります
※ダイヤについては11月上旬にサイト内でご案内予定。

・空港3番乗り場から那覇バスターミナル経由
沖縄コンベンションセンター前バス停まで約50～70分（580円）
系統番号 26番 (50分)・99番(70分)

・空港から便利な「空港リムジンバス」
–路線・時刻表 空港12番乗り場からラグナガーデンホテルまで約55分（610円）
※沖縄コンベンションセンター前には止まりません。
ラグナガーデンホテルから沖縄コンベンションセンターまで徒歩約10分

●モノレール（乗り継ぎで便利な旭橋駅と古島駅まで）
–路線・時刻表 ・空港から旭橋駅まで約11分（270円）
旭橋駅からバスターミナルまで徒歩3分 ・空港から古島駅まで約21分（340円）
古島駅からOCCまでタクシーで約15分

■自家用車（レンタカー）をご利用の場合
・空港から約40分（距離14キロ）
・那覇市内から約30分（距離10キロ）
・名護市内から約90分（距離56キロ）
<予約・お問い合わせ> 沖縄県レンタカー協会 TEL：098-852-0725

※駐車場のご案内：沖縄コンベンションセンターの駐車場は台数が少ないため、混雑時は宜野湾港マリーナの有料駐車場(1台あたり300円/日) をご利用ください。

会場のご案内

登録申し込み、宿泊ホテルのご案内、アクティヴィティプログラム、支払い

お申込み期日：10月7日～10月28日 12:00まで
お申込み内容：現地参加登録、ご宿泊、アクティブプログラム
https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000449889

沖縄コンベンションセンター劇場棟
〒 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1 TEL：098-898-3000

FUJITSUファミリ会秋季大会事務局
富士通（株）カス タ マー リ レーシ ョ ン部内
E-mail: contact-family-autumn@cs.jp.fujitsu.com

お問い合わせ
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