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FUJITSUファミリ会

支部創立50周年活動を
2021年度に延伸

FUJITSUファミリ会は、会員の方々の「異業種交流」「情
報収集」「人財育成」の促進を目的に、様々な活動を展
開しています。2021年度の活動に向け、各支部からの
メッセージをご紹介します。

2020年度、支部活動は大きな変革を迎え、
イベントは必然的にオンラインが主流となり
ました。そのため、地域に関係なく一律のサー
ビスが受けられるようになり、全国行事も含
め、例年を大幅に上回る数のイベント提供へ
とつながりました。また、創立50周年を迎え
た4支部連携の行事を開催し、地域を越えた
情報交換やコミュニケーションの場を創造す
ることもできました。
2021年度は、これらオンライン化による

全国均質のサービスを土台に、会員同士の情
報交換・研鑽・交流を持てる活動を推進し、よ
り地域に密着した活動を目指してまいりま
す。2020年度に予定していた支部創立50周

年活動も2021年度に延伸して
企画実施予定です。
会員の皆様の積極的なご参加を
お待ちしております。

昨年度は、すべての行事をオンラインに切
り替え実施しました。会員の皆様が顔を合わ
せ交流することができず残念でしたが、自席
で参加できるセミナーには、多くの方が参加
していただけて幸いでした。オンライン開催
で、地区や支部の壁がなくなり、創立50周年
を記念し実施した4支部合同のセミナーは、
大変好評を得ました。
2021年度はオンラインのメリットを活か

したセミナー、またコロナの状況を見ながら
集合型行事の実施とハイブリッド方式で、会
員の皆様の参加機会を拡大していきたいと思
います。
階層別のセミナー、e-Learning講座など、

様々なメニュー
をご用意し、皆
様の積極的なご
参加をお待ちし
ております。

2021年度より東北支部長を拝命いたしま
した、河北新報社の佐藤でございます。東北
支部のテーマ「震災を風化させない、人は宝
なり」を前任の小野木支部長から受け継ぎ、
東北の元気の源である「人」を大切に活動し
てまいります。
地域に寄り添いながら、より一層の人間力
とITスキル向上を目指し、次世代のリーダー
育成、女性活躍推進、また、DXをはじめとし
た最新情報の提供など、世代、分野、立場を分
け隔てなくお役立ていただける価値ある活動

を目指します。この１年で
皆様も様々な気付きを得ら
れたことと思います。オン
ラインの利便性、実際に
会って意見交換や交流する
コミュニケーションの大切
さ。東日本大震災からは10
年が経ちました。絆、信頼
を紡ぐのも「人」です。東北
の未来に向け、皆様と共に
人財の輪を広げてまいる所
存です。

会員同士の研鑽、
地域密着を目指して！

オンライン活用で
一層参加しやすく

人は宝なり！ 東北の未来に向
けて人間力を高めます
～復興に向けてみんなと共に～

前田 康仁支部長
㈱ソリューション
センター

片山 宏規支部長
信濃毎日新聞㈱

佐藤 純支部長
㈱河北新報社

北海道支部

信越支部東北支部

2021年度の活動
に向けて

支部特集

リモートワークショップで活発な意見交換
*Jamboard(デジタルホワイトボード)使用 「分科会」オンライン上での討議
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北陸支部HP
QRコード

関東支部最大規模のイベントである
総会もオンラインで開催（配信風景）

2021年度も引き続き、支部長を務めるこ
ととなりました三谷産業㈱の三谷忠照です。
北陸支部は昨年創立50周年を迎え、スローガ
ン「Co-creation＆Co-satisfaction共創＆
共歓」の元、活動してまいりました。今年度も
新たな節目の始まりとして引き続き北陸支部
を盛り上げていきます！
また50周年記念イベントとして記念動画
を作成いたしました。支部総会でお披露目し
ましたが、北陸支部のホームページのTOP
ページにも掲載しておりますので、以下の
QRコードよりご覧ください。特に幹事会社

様内でのファミリ会活用
方法など、ぜひご参考に
なさってください！
今後はファミリ会の活
動についてのアンケート
で頂戴しましたご意見を
元にさらなる活発な活動
を企画してまいります。
ぜひ、積極的なご参加を
心よりお待ちしておりま
す。

昨年度は東日本大震災から10年という節
目の年でした。その後も全国で多くの自然災
害が発生し、加えて新型コロナウイルスとい
うことで、この10年は災害と闘う10年間だっ
たといっても過言ではありません。私たちは、
ICTという仕事に携わっていることに誇りと
自負を持って、この難局を共に乗り切ってい
きたいと思います。
2020年度は従来、集合型で行っていたセ

ミナーを100%オンラインに切り替えまし
た。2021年度も継続いたしますが、ファミ
リ会の目的である「人財育成」「情報収集」「異
業種交流」の三本柱を継承しつつ、特に「DX
推進のためのデジタル人財育成」「デジタルコ
ミュニケーションの強化」「会員ニーズに合わ
せた柔軟な対応」に重点を置き、ニューノー

マルに求められるサービスを
提供したいと考えます。そし
てその内容をファミリ会全体
で共有してまいります。引き
続き皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

2020年度は、コロナ禍ですべての講演や
研修をオンライン開催に変更しましたが、“い
つでも、どこでも”参加できるようになった
ことにより動員数拡大につながりました。一
方で、やはり、会員同士、対面での交流ができ
なかったことが残念だったという声も多く寄
せられました。
2021年度は、コロナ感染の状況が落ち着

き次第、リアルで交流できる場もご提供し、
オンライン・オンサイトの各長所を活かした
イベントを行ってまいります。また、アフター
コロナを見据え、ますます関心が高まるDX
にフォーカスを当て、2021年度は新しく
「DX人材育成研修」を立ち上げ、会員のDX
推進の支援に注力してまいりたいと考えてお
ります。
引き続き会員の皆様のご支援をよろしくお
願いいたします。

Co-creation＆
Co-satisfaction 共創＆共歓

ICTで共に難局を切り抜け、ニューノー
マルに対応したサービスを提供する

広がるつながる
未来への絆

三谷 忠照支部長
三谷産業㈱

貝塚 真樹支部長
㈱インフォテクノ朝日

有司 順一支部長
近鉄情報システム㈱

風間 隆男支部長
㈱静岡新聞社
静岡放送㈱

北陸支部関東支部

関西支部東海支部

新春講演会での
オンラインデモの様子

「OPEN ONLINE SEMINAR」
会期：2021年2月8日（月）～3月4日（木）
　　　26オンラインセミナーを実施

50周年記念動画

2021年、関西支部が、秋季大会のホスト
支部を務めます。昨年、東日本大震災から10
年の節目として開催され、東北支部長から大
会旗を引き継いでの開催となります。ぜひ、
この機会を通じて「関西らしさ」を発信した
いと思います。また「ウィズコロナ」という社
会課題への対応も、オンライン開催との併用
など、会員の皆様にお声をいただきつつ、推
進してまいりたいと考えております。
この2月に、全国の他支部とも連携して、約
1か月にわたる大規模オンラインセミナー
「OPEN ONLINE SEMINAR」を開催しまし
たが、全国から延べ8,000名もの参加をいた
だき、関西支部の2020年度における延べ参

加者数も過去最高となりま
した。
この活動を励みとし、支
部活動では、DX推進や資
格取得の支援と、さらなる
充実を図り、秋季大会への
布石とします。関西から、
全国の皆様のご参加をお待
ちしております。

2021年度 秋季大会は関西
で開催します。
～関西から元気をとどけます～
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分科会オンライン研修受講風
景＜北陸支部と合同開催＞

アフターコロナ、ウィズコロナと言われる
中でも、DXビジネスの創出や既存ビジネス
の高付加価値化が必須となっています。今年
度も最新技術情報や企業の先進活用事例など
の情報提供と共に、関心の高いトレンドの基
礎や応用の研修会を継続して開催してまいり
ます。
また、昨年度は四国支部の活動で好評を得
ていたカルチャー講座や社会貢献活動、親睦
行事など集合型の行事が新型コロナの影響で
すべて中止となりましたが、その環境でも
ICTの技術は進化し、様々なツールが開発さ
れ運用されています。それらのツールを利用
して、事務所または自宅にいながらにして、

その場の雰囲気、臨場感
を味わえるような新たな
取り組みを企画してまい
ります。
ぜひ、会員の皆様の積
極的なご参加を心よりお
待ちしております。

はじめに、新型コロナウイルスにより影響を受
けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。
昨年度のファミリ会行事は新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点により、年度当初の計画を大
きく見直すことになり、集合形式からすべてオン
ライン形式に変更いたしました。このような状況
は、ファミリ会の長い歴史の中で初めてのことで
すが、結果、今までご参加の難しかった地区の方
にも多数ご参加いただき、参加者数は前年度の約
2.5倍に増加し、思わぬ成果も生まれました。ま
た、毎年好評をいただいております「若手人財育
成塾」では、初めてオンラインでの講師を経験し、
受講者の皆様にうまく伝わったか不安でもありま
したが、熱心に聞いていただき安堵しました。
2021年度は「価値ある存在になるために、ファ

ミリ会のファンを増やすために」をテーマに活動
いたします。集合研修とオンライ
ンを組み合わせたハイブリッド型
の検討、オンライン上での会員相
互のデジタルコミュニケーション
など、コロナ禍においても幅広い
「学びの場」を提供し、会員企業の
人財育成を支援いたします。皆様
のご参加を心からお待ちしており
ます。

はいさい！沖縄支部は「DXに関する最新
情報提供」「会員間相互の交流強化」「若手、女
性向け等会員満足度の向上」の3つのテーマ
で活動しております。ウィズコロナの時代に
あったオンライン型やハイブリッド型など多
くの会員が参加できるイベントを企画・開催
します。e-Learningは集合研修では実施で
きない様々なジャンルの講座が受講できると
いうことで大好評。2021年度も引き続き実
施いたしますので、ぜひ、ご活用ください。
さらに魅力ある沖縄支部を目指してまいり
ますので、皆様の積極的なご参加をお待ちし
ております。
ゆたさるぐとぅ　うにげーさびら（よろし
くお願いします）！　
 

九州支部長の㈱YE DIGITALの大久保です。
2020年度は、新型コロナウイルスの影響で世

界的に生活様式が大きく変化しました。ファミリ
会も従来の集合型からオンライン型へ転換いたし
ました。九州支部では、活動方針であります「人財
育成・異業種交流・情報収集」を目的としたオンラ
インイベントを27回開催し、延べ約2,500名の
ご参加をいただきました。支部幹事役員会一同、
心より感謝申し上げます。
2021年度は会員様のご要望でもあります集合

とオンラインを融合したハイブリッド型にてセミ
ナー・イベントをご提供いたします。セミナーに

つきましては、経営者層・リーダー層・若
手層の各層別に分けて開催いたします。
イベントはコロナの状況にもよりますが、
九州の自然を活かした若手層にも気軽に
参加できる楽しい企画も復活させてまい
ります。また、熊本地震から実施してお
ります「復興支援」は継続していきます。
会員の皆様の積極的なご参加をお待ち
しております。

新たな価値創造に
向けて発進！

価値ある、もっと身近な
存在を目指して！

さらに魅力ある
沖縄支部を目指して！

会員の皆様にとって、魅力あ
るイベントを提供いたします！

石元 啓介支部長
㈱穴吹カレッジ
サービス

松本 和久支部長
㈱サタケ

黒住 一道支部長
沖縄行政システム㈱

大久保 誠二支部長
㈱YE DIGITAL

四国支部中国支部

沖縄支部九州支部

（上）リーダーズフォーラム（オンライン）
講師と受講者がZoomに接続してリーダー育成研修を実施
（下）復興支援 親子deファミリ会（オンライン）
「親子でアナウンサー体験スクール　～ニュースキャスター編～｣
講師と受講者がZoomに接続してアナウンサー体験を実施 川平湾

2020年度　若手人財育成塾研修(オン
ライン)の様子
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