各行事の詳細（ご案内状）ならびに
お申し込みはこちらから

関東支部
2019
年度

関東支部イベントのご案内

日時

イベント

対 象

申込状況

1月24日
(金)

ビジネスコミュニケーションシリーズ⑥
「ビジネス交渉実践講座」 ～ビジネスを成功に導く交渉術を身につける!!～

ﾘｰﾀﾞｰ・中堅
若手層

申込受付中

1月29日
(水)

第6回 セキュリティ対策講座［ワークショップ編］
～セキュリティの“技術・実務・教育”の基礎知識を習得する～

課長・ﾘｰﾀﾞｰ
中堅・若手層

申込受付中

2月4日
(火)

神奈川フォーラム
～横浜港のシンボル「氷川丸」歴史探訪と、横浜港クルージング～

関心のある方全て

申込受付中

2月5日
(水)

第3回 ICTマネジメントセミナー
～知識から行動へ、SDGsをイノベーションとして活用する～

課長・ﾘｰﾀﾞｰ層

申込受付中

2月7日
（金）

第４回 ICTトレンドセミナー
～アフターデジタル時代のDX実践例～

部長・課長
ﾘｰﾀﾞｰ・中堅層

申込受付中

課長・ﾘｰﾀﾞｰ
中堅層

申込受付中

2月12日
（水）

第6回 プロマネ実践講座
～プロジェクトの修羅場に強くなる!～

2月14日
（金）

ダイバーシティフォーラム
～多様性を体感し、ダイバーシティ・マインドを身に付けよう!! ～

関心のある方全て

申込受付中

2月21日
（金）

2019年度ICTリーダー研究会「成果報告会」
～7ヶ月間の研究成果をポスターセッションで発表します！～

関心のある方全て

申込受付中

3月10日
（火）

総会／特別講演会

経営・部長
課長層

申込受付中

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

①ファミリチャンネル
はじめました！

②FUJITSUファミリ会
Facebook
チャンネル登録を
ぜひお願いします。

① https://www.youtube.com/channel/UC7Mb3p3Mdg6tbST2df9LLHQ

② https://www.facebook.com/fujitsufamily/

ファミリ会の最新情報をGET!!

ビジネスコミュニケーションシリーズ⑥ 「ビジネス交渉実践講座」

ﾘｰﾀﾞｰ・中堅
中堅ｰ・若手層
若手層

1月24日(金) ～ビジネスを成功に導く交渉術を身につける!!～
■概 要

:

本シリーズは“コミュニケーション能力”や“対人関係能力”の向上を目的に全6回シリーズで開催いたします。
最終回となる第6弾は「ビジネス交渉実践講座」です。
プロジェクトの複雑化やニーズの高度化と対応のスピード化に伴いICTエンジニアは優れた技術者であると同時に、
お客様やチーム内外を取りまとめる優れた交渉能力が必須になっています。
本講座では交渉学の基礎的な理論を学び、その理論をロールプレイングの中で実践し、
スキルとして習得していきます。

■時 間

:

2020年1月24日（金）10:00～17:00

■場 所

:

富士通株式会社 汐留本社 ユーザコミュニティサロン（汐留シティーセンター6階）

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会関東支部会員企業で
・ビジネスシーンで必要となる基礎的な交渉理論を学びたい方
・チーム内外を取りまとめる交渉能力を身につけたい方
※業種・職種・性別を問わず役立つ内容ですので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

■申込定員

:

80名（申込先着順）

■参加費用

:

無料

■内 容

:

講師：株式会社オイコス メンター 望月 明彦 氏

〔開場（受付）：09:30～〕

【カリキュラム】
1. 価格交渉の構造を理解する
・留保点、出発点、ZOPA、BATNA、アンカリング、対立話法など
2. 代表的な交渉戦術を理解する
・立場固定戦術、譲歩戦術のお作法、ショッピングリスト戦術、善玉悪玉戦術など
3. ≪演習≫ロールプレイング
4. 交渉における心理的なワナを理解する
・行動のエスカレーション、迷信：パイの大きさは決まっている、フレーミングなど
5. ≪演習≫ロールプレイング

第6回 セキュリティ対策講座［ワークショップ編］

課長・ﾘｰﾀﾞｰ
中堅・若手層

1月29日(水) ～セキュリティの“技術・実務・教育”の基礎知識を習得する～
■概 要

:

■時 間

:

■場 所

:

富士通株式会社 汐留本社 ユーザコミュニティサロン （汐留シティセンター 6階）

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会関東支部会員企業で
・セキュリティ知識を習得したい方、・セキュリティの実業務に携わっている方

■申込定員

:

60名（申込先着順）

■参加費用

:

無料

■内 容

:

講師：富士通株式会社 サイバーセキュリティ事業戦略本部
マネージドサービス事業部 プロフェッショナルサービス部 山下 眞一郎
※他、富士通クラウドCERTメンバーがサポート

2019年度は、各回の内容を［基礎・入門編］［情報企画編］［運用編］［ワークショップ編］と構成し、
会員の皆様が参加しやすい内容としております。
第6回「ワークショップ編」では、情報セキュリティに関するインシデント対応をグループワークで学習します。
グループで解決方法を考え、意見交換することで新たな考え方や他社の取り組みを学び、実業務に
役立てていただける内容となっております。
2020年1月29日（水）13:30～17:00 〔開場（受付）：13:00～〕

氏

【カリキュラム】
サイバー攻撃を受けた場合のセキュリティインシデント対応方法を学習します。
・インシデント発生時、どのように対応すべきなのか、
・対応フローは？判定基準は？エスカレーション先は？
など、起こり得る事態を想定したロールプレイング形式で実習します。
各イベント行事の詳細（ご案内状）ならびにお申し込みはこちらから
https://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/

神奈川フォーラム

関心のある方すべて

2月4日（火）～横浜港のシンボル「氷川丸」歴史探訪と横浜港クルージング～
■概 要

:

今回は、神奈川の観光スポットとして有名な山下公園より出発しているクルーズ船「マリーンシャトル」に乗って、
横浜港の名所をご覧いただきます。また、同じ山下公園に1961（昭和36）年から係留されている氷川丸。
シアトル航路就航から現在に至るまで、様々な運命を辿ってきた氷川丸の歴史について、第28代目船長の
金谷範夫様よりお話しいただきます。

■時 間

:

2020年2月4日 (火)13:30～17:00 ［（受付）13：00～］

■場 所

:

●山下公園「横浜クルージング」乗り場 〔〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町0〕
クルーズ船「マリーンシャトル」に乗って、横浜港の名所を巡ります。
【ホームページ】https://www.yokohamacruising.jp/index.php?act=cruise&do=course_select&ship_id=002
●氷川丸〔神奈川県横浜市中区山下町山下公園地先〕
【ホームページ】https://hikawamaru.nyk.com/

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会関東支部会員企業で関心のある方

■申込定員

:

30名（申込先着順)

■参加費用

:

無料

■内 容

13:00

山下公園「クルージングターミナル」 集合（受付開始）
※事務局が「FUJITSUファミリ会のサインボード」を持ちお待ちしております。
13:30～14:30 「マリーンシャトル」に乗船いただき、横浜港の名所を巡ります。
14:30～15:00 休憩・氷川丸に移動
15:00～
氷川丸見学
・金谷船長によるご説明、・氷川丸の歴史動画視聴、 ・氷川丸見学（自由見学）
終了について
氷川丸見学以降は自由行動になりますので、終了時間は設けずに順次解散といたします。
※折角の機会ですのでは山下公園付近の観光スポットにも是非足をお運びください。
■横浜市観光情報サイト
http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/

第3回ICTマネジメントセミナー
2月5日（水）～知識から行動へ、SDGsをイノベーションとして活用する～
■概 要

:

企業の評価、企業価値の創造として、注目されている SDGs。SDGs（Sustainable Development
Goals：持続可能な開発目標）は、国連サミットにおいて採択された国際目標で、貧困、エネルギー、成長・
雇用、気候変動、生産・消費など持続可能な社会の実現のための17のゴールです。
本セミナーでは、SDGsの背景と企業へのインパクト理解し、SDGsをどのようにして企業の戦略に落とし込み、
「健全な価値創造」を実現できるかに関する多面的かつ実用的なポイントについて、様々な演習を交え学んで
いきます。異業種との議論により、多様な視点や、行動に移すヒントを得ることができます。

■時 間

:

2020年2月5日（水）13：30～17：00 ［開場（受付）13：00～］

■場 所

:

富士通株式会社 汐留本社 ユーザコミュニティサロン（汐留シティセンター6階）

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会関東支部会員企業･団体の課長層、リーダー層(現任・新任は問いません)

■申込定員

:

60名（申込先着順)

■参加費用

:

無料

■内 容

：

講師：リーダーシップ・アカデミーTACL代表 ピーターD.ピーダーセン 氏
【カリキュラム】
オリエンテーション
・自己紹介/セミナーの目的確認
第一部 インプット（理解）
・SDGsとは何か、その歴史的背景、SDGsの目標、ターゲットの説明、企業へのインパクト
第二部 ワークショップ（自分ごとへのリンク）
第三部 アウトプット（アイデアコンテスト）
各イベントの詳細（ご案内状）ならびにお申し込みはこちらから
ドット投票
https://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/
まとめ、講評
・社内にどのようにしてSDGsを活用できるか

第4回ICTトレンドセミナー

部長・課長
ﾘｰﾀﾞｰ・中堅層

2月7日（金）～アフターデジタル時代のDX実践例～
■概 要

:

デジタル技術を活用してサービスや事業の変革を目指す「デジタルトランスフォーメーション（DX）」。
多くの企業様がDXを推めるため、既存システムの見直しと共に、新しいデジタル技術の採用、事業構造の改革
やビジネスモデルの転換を目指し準備を進めています。本セミナーではデジタル化先進国の事例や「アフターデジタ
ル（オフラインがデジタルに包含され、社会が当たり前のようにオンライン化されている状態）」の紹介、
今後働く現場をどのようにデジタル化していくか、またAIチャットボット(CHORDSHIP)を活用したDX実践例など、
今後のデジタル変革を進めるためのヒントをご紹介します。

■時 間

:

2020年2月7日（金）14：30～17：00 ［開場（受付）14：00～］

■場 所

:

富士通株式会社 汐留本社 ユーザコミュニティサロン（汐留シティセンター6階）

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会関東支部会員企業の部長層、課長層、リーダー層、中堅層、関心のある方全て

■申込定員

:

100名（申込先着順)

■参加費用

:

無料

■内 容

講演1：「デジタル先進国に学ぶデジタルトランスフォーメーション ～アフターデジタルの世界～」
講師：富士通株式会社 シニアエバンジェリスト 松本 国一 氏
講演2：「顧客接点強化から始めるデジタルトランスフォーメーション
～AIチャットボットが顧客フロントのデジタル化を加速～」
講師：富士通株式会社 エンゲージメントソリューション事業部
エグゼクティブエンジニア 倉知 陽一 氏

「第6回 プロマネ実践講座」

課長・ﾘｰﾀﾞｰ
中堅層

2月12日（水) ～プロジェクトの修羅場に強くなる!～
■概 要

:

プロジェクトにおいて、どんなに準備や運営に気をつけていても予測困難な問題が発生することが数多くあります。
誰しもプロジェクトは成功させたいもの、そのためには必ずしなければならないポイントがあります。
本講座では、プロジェクトにおける修羅場をいかにして解決していけばいいのか、グループワークを通じて
学んでいきます。異業種・同業種他社の方との意見交換は新しい気づきや解決へのヒントに繋がります。

■時 間

:

2020年2月12日（水）10:00～17:30 ［開場（受付）9:30～］

■場 所

:

富士通株式会社 汐留本社 ユーザコミュニティサロン（汐留シティセンター6階）

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会関東支部会員企業の課長層、リーダー層(現任・新任は問いません)

■申込定員

:

60名（申込先着順)

■参加費用

:

無料

■内 容

：

講師：グリットコンサルティング合同会社代表
株式会社グリッターフレンズ代表取締役
日経BP社イノベーションICT研究所 研修講師

野口 雄志 氏

【カリキュラム】
1.はじめに（日本のITプロジェクトの実態）
(a)日本のプロジェクトはこのままで良いのか？
(b)前回までの振り返り
(c)前回のアンケートから
(d)今回のポイント
2.PMのリーダーシップで乗り切る
(a)PMはリーダーであるべき
(b)中途半端な気持ちではPMはできない
(c)自分を信じるリーダーシップ
(d)修羅場におけるリーダーシップとは
3.チームの力で対応する
(a)PMが自分でできることは限られている
(b)チームを信頼してチームで乗り切る
(c)常に進化するチームができてくる
(d)時には外部の力を使う

4.それでも修羅場はやってくる（乗り切る施策）
(a)PMのぶれない心
(b)タスクフォースでの動き
(c)リカバリープランの策定と実行
(d)ステークホルダーとの話し合い
(e)重要なフォローアップ
5.ケーススタディ 3ケース
(a)チームモチベーションの低下が招く例
(b)仕様が決まらず要件定義が停滞してしまう例
(c)ユーザー部門との軋轢でプロジェクトが停滞する例
(d)教訓：修羅場になっても必ず出口を目指して
6.グループワーク（演習）

「ダイバーシティフォーラム」

関心のある方全て

2月14日（金）～多様性を体感し、ダイバーシティ・マインドを身に付けよう!!～
■概 要

:

ダイバーシティは「多様性」と和訳されます。
それは性別、年齢や国籍・文化・人種などの属性の違いを指すだけではありません。
私たち個人が持つ価値観や行動原理、コミュニケーションの取り方などの「多様性」も含む言葉です。
本セミナーでは、異文化シミュレーション体験や、多様性を把握するポイント、コミュニケーションの実践など、
様々なワークショップを体験いただき、ダイバーシティの重要性とその難しさを実感いただきます。
また、異業種の皆様との交流を通じて、多様性に対応できるマインドやスキルを学んでいただきます。
国籍、キャリア、雇用形態、考え方など、様々な違いを持つ人たちと働く毎日を、楽しく、豊かに過ごすための
ヒントが見つかります。

■時 間

:

2020年2月14日（金）13:30～18:00 ［開場（受付）13：00～］

■場 所

:

富士通株式会社 汐留本社 ユーザコミュニティサロン（汐留シティセンター6階）

■参加対象

:

本テーマに関心をお持ちの会員様(役職、性別など問わず)
※時短勤務等で途中退出も可能です。事前に事務局へご相談願います。

■申込定員

:

60名（申込先着順)

■参加費用

:

無料

■内 容

：

講師：株式会社オイコス メンター 鈴木 有香 氏
【カリキュラム】
1. 研修オリエンテーション
・チェックイン
・ウォーミングアップ活動
2. 多様性のある社会での必要な態度とスキルに気づくための体験
・異文化シミュレーション体験
・多様性のある社会への態度の気づき
3. 集団と文化
・文化と多様性とは
・個人の中の多様性
・理解とスキル習得の関係

4. 多様性を把握するときのポイント
・言語コミュニケーション
・非言語コミュニケーション
・価値観
5. コミュニケーション実践
・肯定的フィードバック
6. まとめ
・チェックアウト

講義終了後、情報交換会（簡易懇親会） ※軽食とお飲み物をご用意いたします。

ICTリーダー研究会「成果報告会」

関心のある方全て

2月21日(金) ～7ヶ月間の研究成果をメンバー全員がポスターセッションで発表!!～
■概 要

:

若手・中堅層の意識改革とアイデア創出、同業種異業種間での新しい人脈形成と人間力向上、
そしてリーダーを担う人材の育成を目的に会員企業からメンバーを集いグループ単位で研究活動を進める
「ICTリーダー研究会」。今年度は「ICTで切り拓く! 人生100年時代の未来社会とは」をテーマに、
3グループ編成にて約7ヶ月間の活動をして参りました。
今回の成果報告会では、7か月間の活動でそれぞれのグループが異なる観点で導きだした研究の成果を
ポスターとして1枚にまとめ、参加メンバー一人一人が研究成果について発表します。

■時 間

:

2020年2月21日（金）15:30～17:00

■場 所

:

富士通株式会社 汐留本社 ユーザコミュニティサロン（汐留シティセンター6階）

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会関東支部会員企業で
・参加メンバーをご派遣いただいた会員の皆様
・研究内容や本研究会の活動に関心をお持ちの方

■申込定員

:

100名（申込先着順)

■参加費用

:

無料

■内 容

〔開場（受付）：15:15～〕

ポスターセッションによる発表を行います。
・グループで作成したポスター（各グループ1枚）を元に、メンバー全員が順番で発表いたします。
・1回の発表（1セッション）は、発表時間は3分、質疑2分を予定しております。（9セッションを予定）
各イベントの詳細（ご案内状）ならびにお申し込みはこちらから
https://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/

総会/特別講演会

経営・部長
課長層

■概 要

:

総会では2019年度活動報告、2020年度の運営計画等、各議案について審議いただきます。
続いて｢ICTリーダー研究会｣の参加メンバーより｢ICTで切り拓く! 人生100年時代の未来社会とは｣をテーマに、
約7か月間にわたり精力的に研究・討議を行った成果を発表いただきます。
特別講演会は、Google日本法人の代表取締役社長を務め、現在はアレックス株式会社 代表取締役
社長兼CEOの辻野 晃一郎氏をお招きし、変化のスピードが高まる今をどうやって生きていくか、
業界を牽引する企業を渡り歩いた辻野氏からリーダー論や業務遂行スピード、リスクを恐れず
チャレンジする精神、日本をもう一度活気ある国にするためのヒントなどについてお話しいただ
きます。
特別講演会終了後は、会員の皆様の交流の場として懇親会も予定しております。

■時 間

:

2020年3月10日（火）14：45～19：00 ［開場（受付）14：15～］

■場 所

:

明治記念館 ２階 蓬莱の間
〒107-8507 東京都港区元赤坂2-2-23 Tel：(03)3403-1171
http://www.meijikinenkan.gr.jp/
＜交通のご案内＞
■ JR中央・総武線「信濃町駅」下車、徒歩3分
■ 東京メトロ 銀座線&半蔵門線、都営地下鉄大江戸線「青山一丁目駅」
または都営地下鉄「国立競技場駅」下車、徒歩6分

■参加対象

:

FUJITSUファミリ会 会員企業・団体

■申込定員

:

500名（申込先着順）

■参加費用

:

無料

■内 容

:

14:15頃～

受付開始 ※蓬莱の間ロビーにて「ICTリーダー研究会」メンバーによる研究成果発表をいたします。

14:45～14:50

開会挨拶

14:50～15:40

■総会議事：第1号議案2019年度「活動報告」
第2号議案2020年度「運営計画」
第3号議案2020年度「役員選出」
第4号議案2020年度「代議員選出」
■2019年度行事 ICTリーダー研究会 研究成果報告（3ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
＜研究テーマ「ICTで切り拓く! 人生100年時代の未来社会とは」＞
3グループが、約7か月間にわたり独自の観点で研究・討議した成果を報告致します。

15:40～16:00

休 憩 ※蓬莱の間ロビーにて引き続き「ICTリーダー研究会」メンバーによる研究成果発表をいたします。

16:00～17:30

特別講演会 「チャレンジを恐れるな、リスクを恐れるな～日本の経営者が持つべき心構え～」
講 師：アレックス株式会社 代表取締役社長兼CEO
辻 野 晃一郎 氏

17:30～17:45

休 憩・会場移動

17:45～19:00

懇親会（立食パーティー）

FUJITSUファミリ会関東支部長

貝塚 真樹

お問い合わせ先
FUJITSUファミリ会 関東支部 事務局
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2（汐留シティセンター）
富士通株式会社 カスタマーリレーション部内
TEL：03-6252-2253(直通) FAX：03-6252-2798
ホームページ :https://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/
Facebook :https://www.facebook.com/fujitsufamily/
E-mail
:contact-family-kanto@cs.jp.fujitsu.com

FUJITSUファミリ会
関東支部ホームページ

