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表紙のことば（こどもとスポーツ）
フェンシングは、2人の選手が向か

い合い、片手に持った剣で互いの有
効面を攻防する競技。種目はフルー
レ、エペ、サーブルの3種目がある。使
用する剣の形状や、得点となる有効面、
優先権の有無などが種目ごとに異なる。
オリンピックでは、第1回アテネ大会
（1896年）で採用されて以来、各大会
において欠かすことなく実施
されている。

FUJITSUファミリ会会長
第一生命情報システム株式会社 佐藤 智

富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁

年頭のごあいさつ

あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新春を
迎えられたことと思います。
2021年が皆様にとって、希望に満ちた素

晴らしい年となりますことを心よりお祈り
申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に
より、企業活動や集合イベント開催に自粛
や制限が求められる中、ファミリ会では自
席で参加できるオンラインセミナーの拡充
に努めてまいりました。4月以降、全国の会
員に向け約100回の映像配信を行い、6万名
余りの皆様にご視聴いただいております。
加えて秋季大会も、史上初めて完全オンラ
インで開催し2日間で延べ1万名以上の皆
様にご視聴いただきました。
また広報活動として、視聴数の多かった
オンラインセミナーや、各種情報の動画を
掲載しているサイト「FAMILY ONLINE」
をオープンし、ファミリ会活動の啓蒙に努
めております。

新年おめでとうございます。日頃よりご
高配を賜り厚く御礼申し上げます。新しい
年が皆様にとってより良い一年となります
ことを、心より祈念いたします。
2020年は、私たち人類にとって試練と挑

戦の年となりました。ファミリ会の皆様と
も思うように交流を行えなかったことを大
変残念に感じております。一方、オンライ
ンイベントにはこれまで以上に多くの方の
ご参加を賜り、特に秋季大会は2日間で1万
人を超える皆様にご参加いただきました。
心より御礼申し上げます。
昨今、企業の社会課題解決への貢献が問
われています。富士通は、社会における役
割と責任を果たすべく、自身の存在意義、
パーパスを「イノベーションによって社会
に信頼をもたらし、世界をより持続可能に

2021年のファミリ会はWithコロナ時代
におけるニューノーマルに対応した活動を
志向していきたいと考えております。リ
モートワーク支援やオンラインを活用した
会員相互の情報交流、デジタル技術の活用
として、デジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）による既存事業の効率化や業務プ
ロセスの改善といった会員ニーズの高い
テーマへの取り組みを通して、新たなファ
ミリ会活動への変革を図りたいと思いま
す。 
私が会長に就任して以来申し上げている
のは「ファミリ会をぜひ、使い倒していた
だきたい」ということです。
会員の皆様には、これまで以上にファミ
リ会の場を大いにご活用いただき、ご自身
にとってお役立ていただける何かをぜひと
も吸収していただきたいと思います。
2021年も変わらぬご支援、ご協力をいた

だきますよう、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

していくこと」と定めました。これに伴い、
富士通グループの原理原則であるFujitsu 
Wayを改訂しました。「挑戦」「信頼」「共感」
の3つの価値観を大切にしながら、行動規
範に基づく倫理的な判断と行動を行ってま
いります。
富士通は、パーパスに沿った企業活動を
行うパーパスドリブンと、データに基づき
経営判断を行うデータドリブンの両輪で駆
動する会社となり、社会に持続的に価値を
提供するサステナビリティ経営を行ってま
いります。
2021年は、ファミリ会の皆様とさらなる

連携を図り、お客様や社会のサステナブル
な成長に共に貢献していく所存です。引き
続き、ご指導、ご鞭撻を賜りたく、よろしく
お願い申し上げます。
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体に響く太鼓の音と、神秘的な「なまはげ」による
演舞は、オンライン画面からも十分に迫力が伝わ
り、臨場感を感じることができました

オープニングイベント 男鹿市在住の有志で設立した和太鼓団体、
なまはげ太鼓「恩

おん

荷
が

」による「五風なまはげ太鼓ライブ」

東北放送
安東 理紗氏

司  会

2020年度秋季大会のテーマは「コロナ時代、自然災害
から命を守る」。東日本大震災から10年目、阪神淡路大震
災から25年、そして熊本地震から5年目。そんな節目の年
を機に今一度、災害復興に目を向けるきっかけとなるイ
ベントと位置付けました。
今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら「完全オンライン形式」にて、宮城県仙台市にある仙台
国際センターから無観客で配信されました。秋季大会と
して、初の試みである「完全オンライン形式」では、パソ
コンやスマートフォンから視聴されている会員の皆様の
ご意見を、リアルタイムで共有できるよう、ライブ配信
画面上に「ご意見・ご感想フォーム」を設置。入力いただ
いたご意見を、そのまま反映できるような仕掛けが用意
されました。

■オープニングイベント
冒頭のオープニングイベントでは、ユネスコ文化遺産
に登録された秋田県男鹿半島の郷土芸能「男鹿のなまは
げ」を配信。「なまはげ」は大晦日の夜に現れ、集落の家々
に上がり厄を払ってまわる神様。男鹿市在住の有志で設
立した和太鼓団体、なまはげ太鼓「恩

おん

荷
が

」による「五風な
まはげ太鼓ライブ」が披露されました。体に響く太鼓の
音と、「なまはげ」による演舞は、オンライン画面からも

十分に迫力が伝わり、臨場感を感じることができまし
た。

■東北支部紹介企画
講演の合間には、東北支部幹事の皆様による「サイコロ
企画」を実施。各地域のお祭りを紹介すると共に、視聴者
限定プレゼントに必要なキーワードの発表を行いました。

■佐藤会長あいさつ
2011年以来９年ぶりの開催となります仙台での秋季
大会。コロナ禍を受け開催方式に関して協議を重ねた結
果、会員の皆様の健康と安全を考慮し、誠に残念ではご
ざいますが、東北に集合することを断念し、大会史上初
めてオンライン形式での大会開催を決定いたしました。
ファミリ会では、東日本大震災以降、災害復興支援を継
続して行っており、本大会は震災を風化させないことに加
え、私たちにとって今最も心配な新型コロナウイルス対策
を取り上げました。１日目は、災害復興と新型コロナウイル
ス感染症対策危機管理に関連するプログラム、2日目は階
層別セミナー、研修中心のプログラムとし、2日間で計24
テーマの講演とセミナーをご用意いたしました。
ファミリ会ではコロナ禍への対応として、4月から定
例セミナーのオンライン化を開始しており、現時点で約

※こちらの画像は、オンライン画面からの切り取り画像となります
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富士ソフト株式会社　戸田 智憲氏

LS研究委員会2019年度研究分科会入賞グループの研究成果発表
「AI に適する課題と適さない課題の見分け方に関する研究」

LS研究委員会

株式会社気仙沼ニッティング　代表取締役　御手洗 瑞子氏

「気仙沼ニッティング物語」
―これまでの取組みとコロナ禍での思い―

講演2

東北医科薬科大学　感染症学　特任教授　賀来 満夫氏
「ワンヘルス（One Health）の時代と感染症」

講演3

東北大学災害科学国際研究所　所長　今村 文彦氏

「21世紀巨大災害の時代を生きる
－レジリエンス社会を目指して」

講演1

ジャーナリスト　池上 彰氏

「Withコロナで社会がどう変わり、
DXがどう関わるのか」

講演4

伊達政宗研究家　元仙台市博物館館長　佐藤 憲一氏

「伊達政宗と仙台」
―国づくりに懸けた夢―

教　養

50プログラムを配信し、延べ2万名を超える会員の皆様
にご参加いただいております。さらに、本部および支部
で視聴数の多かったオンラインメニューをまとめて閲覧
できるサイト「FAMILY ONLINE」もオープンし、会員
の皆様の参加機会を増やすように努めております。今後
はオンラインサロンなど、双方向コミュニケーションに
重点を置いた交流の場も計画しております。引き続き、
会員の皆様にお役に立ていただけるメニューを配信して
まいりますので、皆様が事業推進を行っていく際のご参
考、また人材育成プログラムの一つとしてご活用いただ
ければ幸いです。
ファミリ会会長として、皆様にお伝えしたいのは、ファ
ミリ会をぜひ使い倒していただきたいということです。
ファミリ会は皆様のためのユーザー会です。ファミリ会
の存在意義を理解して積極的に参加し、お役立ていただ
ける何かを、ぜひとも吸収していただきたいと思っており
ます。特に、DXはこれまでの経験がものを言わない世界
です。ファミリ会活動を通して、新しい発想や知識を身に
付け、それを持ち帰り社内に伝播する役割を果たす人材

の育成を担えるファミリ会でありたいと考えております。

■時田社長あいさつ
新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々なイベン
トが自粛を迫られる中、1964年の設立以来、初めてオンライ
ン形式で開催されることを決断され、本日開会を迎えられ
ましたこと富士通を代表してお祝い申し上げます。
東北での秋季大会は2011年の仙台大会以来とのことで、
前回は東日本大震災の復興の中、東北地方を元気付けたい
との熱い想いによって、1,231名もの方にご参加いただき大
盛況に終わられたと伺っております。今回も想いを持って
開催に向けてご尽力されてきた皆様に深く敬意を表します。
富士通は、ニューノーマルの時代において、お客様と
共に想像力を発揮し、新しいビジネスの姿を再構想する
「Reimagine（リイマジン）」に取り組んでおります。私た
ち富士通自身がDXを実践し、その成果をソリューショ
ンとして提供することで、多くのお客様のDXの実現に
貢献してまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお
願いいたします。

地域が潜在的に持つ特徴を活かして、その地域が自立している事業を
上手に実現していると感じた。特に地域に根付いている技術を、地域
に埋もれていた労働力を活かしてお互いが幸せな形で自立した事業を
実現できていることに魅力を感じた。また、編み手がニット作成を楽し
んでいる雰囲気とオーナーが地域で愛されている様子が感じられ温
かい気持ちにさせられた。

広い意味でワンヘルス。人間だけではなくヒト、動物、環境を考える
必要があるという話や、新型コロナウイルス感染症予防のポイントと
して、「マスク着用、3密の回避」が重要だと説明がありました。すべ
ての人が罹患する可能性があり「個人を守り、周りの人を守るために
できること」を考えた行動が大切だと改めて認識しました。

日常生活では忘れがちな災害対策の大切さを改めて認識できまし
た。またAIを活用した研究や実証実験など素晴らしいと思います。
コロナ禍での災害避難について、具体的シミュレーションで危機に
備える必要性を感じました。人は「事前の備え以上のことはできな
い」を記憶にとどめ、可能な限りの準備を実施したいと思います。

世界情勢に造詣が深い池上さんの講演でした。感染症拡大が歴史
的に見て、時代や制度の大きな変化に関係していたことに気付かさ
れ、改めて世界史に興味を持った一方、今、現実に起きている社会
の変化に対応するため、古い慣習の見直しやDXの推進などを考え
ていきたいと感じました。

伊達政宗は、バランスの取れた武将であった。新田開発を進め、
「買米制」で買い上げた米を江戸へ廻送して売り払い、大きな利
益を得て財政を潤せ、時の権力者に敵意のないことを示すため仙
台城の天守閣の建造を遠慮し、俗に「千畳敷」ともいわれる広大な
「大広間」が造られた。支倉常長の慶長遣欧使節団により国際化
を目指した。

ディープラーニングを使って業務課題が解決できるかどうかを判断
するためのツールを開発・評価するという内容でしたが、その範囲
にとどまらず実証実験まで行っている点が素晴らしいと思いまし
た。また、難しい内容をわかりやすい言葉に置き換えてプレゼン
テーションされており、とても理解しやすかったです。

©吉田和本

講演視聴者の声
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2020年度FUJITSUファミリ会 秋季大会：仙台

大会旗リレー

オンライン画面上で、東北支部小野木支部長から、大会旗が佐藤会長に返還され、関西支部有司支部長へ託されました

（画像左）気仙沼ニッティング「カシミヤマフラー」：色鮮やかさが特徴の手
編みのマフラーは、編み目、一目一目にたっぷり空気が含まれとても暖かい
（画像右）東北カタログギフト：季節の日本酒、漁師直送のサザエ、鶏しゃぶ
セットなど東北のおいしいものが選べるカタログギフト。ワイングラスでおい
しい日本酒アワード2012、2013、2014スパークリングSAKE部門史上初3年
連続最高金賞を受賞したお酒、一ノ蔵の「すず音」も

東北支部幹事の皆様による「サイコロ企画」を実施。各地域のお祭りを紹介すると共に、視聴者限定プレゼントに必要なキーワード
の発表を行いました

■東北支部 小野木支部長あいさつ

今年の秋季大会は初めてのオンライン形式での開催と
なりましたが、全国からたくさんの会員の皆様にご参加
をいただき誠にありがとうございます。心より御礼申し
上げます。
今年は、東日本大震災から10年目、熊本地震から5年目、
そして阪神淡路大震災から丸25年という節目の年にあ
たります。東北支部は東日本大震災で全国の皆様からい
ただいたご支援への感謝の意を込めて、復興の現状をた
くさんの皆様にご覧いただこうと当初の予定を1年前倒
して秋季大会の開催をお願いしました。
復興の今の姿、そして防災・減災への取り組みをたく
さんの皆様に見ていただこうと、支部をあげて企画を練
り上げてまいりました。そこに新型コロナウイルスが襲
い掛かってきたわけでございます。今回のテーマは、こ

こ東北の地で開催してこそ意義があると考えておりまし
た。
何とか、当地で開催できないかと本部とギリギリの検
討を重ねてまいりましたが、感染拡大防止の観点から、
断念せざるを得ませんでした。皆様にこの場においでい
ただけないのが大変残念です。しかし、新型コロナウイ
ルスに負けないためにも、中止ということではなくオン
ライン形式での開催にこぎつけることができました。
講演には、震災復興、防災・減災のほかに、コロナ時代
をどう生きるか？という新しいテーマも加えることがで
きました。生で聞いていただくことはできませんでした
が、さらに内容を充実させることができたものと自負し
ております。
コロナが収束して、以前のように自由に行き来ができ
るようになりましたら、ぜひ東北の地に足をお運びいた
だきますよう心からお願い申し上げます。

視聴者プレゼント企画

サイコロ企画

※こちらの画像は、オンライン画面からの切り取り画像となります
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