
ユニシス研究会
全国フォーラム 2018  静 岡

開催日：2018年10月19日（金）・20日（土）
主会場：ホテルセンチュリー静岡

古へより未来へ！東西の文化をつなぐ
ふじのくに静岡
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※	上記２日間のプログラムは都合により講師、内容などが変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※	9：45〜13：00	オプションコースとして静岡市内の半日観光コースがあります。

アルピニスト

野口　健（のぐち けん）氏

1973年アメリカ生まれ。
高校時代、上級生とのケンカが原因で停
学中に読んだ植村直己さんの著書「青春を
山にかけて」に触発されて登山を始める。
16歳でモンブランに登頂したのを皮切り
に96年までに6大陸の最高峰を制覇。そ
して最後に残ったエベレストを、97年、
98年に続く99年、3度目の挑戦で登頂に
成功し、当時最年少での世界7大陸最高
峰登頂を達成。2000年から4年連続でエ
ベレスト清掃登山を実施。
現在はNPO法人PEAK＋AID（ピーク・エ
イド）代表としてヒマラヤ・富士山での清
掃活動などの環境問題への取り組み、ま
た遭難死したシェルパ族の子どもたちへの
教育支援「シェルパ基金」やヒマラヤでの
学校建設・森林づくり、第二次世界大戦
の戦没者の遺骨収集などの社会貢献活動
を行っている。

著書に
『世界遺産にされて富士山は泣いている』
『それでも僕は「現場」に行く』
『確かに生きる』など多数

停学、そして本との出合い。落ちこぼれが
山に出会い学んだ経験を、今まで取り組ん
できた富士山の活動やエベレストでの活動
を生と死を交えながらお話します。
また、著しく汚染されている各地の環境問
題を現場での実体験を感じたままに表現し
皆様にお伝えします。

『富士山から
日本を変える』

Profile
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2
10/20土

日目

金 記念講演10/19 14:15~15:351日目

受付開始 13:00

ご挨拶 14:00~14:15 ユニシス研究会 会長　片山 雄一 （株式会社オリエンタルランド 取締役専務執行役員）
日本ユニシス株式会社 代表取締役社長　平岡 昭良

記念講演 14:15~15:35 富士山から日本を変える アルピニスト 野口 健氏

トークセッション 15:50~16:30 “巻き込み力”からつくる「協創ビジネス」
株式会社クレアファーム 代表取締役　西村 やす子氏 ＆ 平岡 昭良

エッカート賞受賞グループ 活動成果発表 16:30~17:00 ユニシス研究会 研究活動　静岡グループ
アンバサダー プログラム 17:15~17:40 アンバサダー 活動報告 ＆ ミニコンサート　シンガー 倉木 麻衣氏
情報交換会 17:40~19:10 会員相互の情報交換およびご当地アトラクション

地域見学会
Ａ：東部コース 世界文化遺産巡り　富士を深く究める登山追体験と静岡に残る先人の叡智を知る
Ｂ：中部コース 東と西が出会う場所　駿府にひろがる温故知新の旅
Ｃ：西部コース 「海の湖」浜名湖　海と湖のつながりが育くんだ歴史と産業をめぐる旅

親睦ゴルフ会 Ｄ 富嶽カントリークラブ
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“巻き込み力” からつくる「協創ビジネス」

群雄割拠の地方創生戦国時代！〜いずっちよりAI（愛）をこめて…〜

「新しい時代の地域づくりのキーワードは、『協働』と『協創』」というクレアファームの西村氏
と、ビジネスエコシステムを推し進める日本ユニシス（株）代表取締役社長の平岡が、協創
ビジネスに必要なことは何か、常にチャレンジを続ける原動力について、お話します。

日本ユニシスグループアンバサダーの倉木麻衣氏によるアンバサダー活動の報告と、ミニコン
サートを行います。

会員相互の交流／情報交換を行いながら、静岡ならではの食事とお酒をお楽しみください。
また、アトラクションとして、三雲いおり氏による大道芸をご覧いただきます。
静岡市では、アジア最大級の大道芸フェスティバル「大道芸ワールドカップin静岡」を1992
年より毎年開催しており、今年も11月1日〜4日に行われます。（三雲いおり氏も選考通過アー
ティストとして公表されています）

2017年度エッカート賞を受賞した研究活動	静岡グループは、「地方創生」をメイン
テーマに研究活動を進め、静岡県が “人口流出全国ワースト4位”というショッ
キングな事実をキーワードに現状調査を行いました。そのうえで「最適な手段で
最適な情報を発信する事で地域の魅力を多くの方に知ってもらう事ができる」と
いう仮説に基づき、発信手段に「Twitter」を用いて、伊豆市の協力のもとで検証
／振り返り／都度改善を行った結果、仮説が有効である事を証明しました。
その研究活動の内容、成果について発表します。

西村 やす子（にしむら やすこ）氏
株式会社クレアファーム 代表取締役
起業家・司法書士・経営コンサルタント

研究活動 最優秀賞　静岡グループ

倉木 麻衣（くらき まい）氏
シンガー
立命館大学産業社会学部 客員准教授
日本ユニシスグループ アンバサダー

平岡 昭良　日本ユニシス株式会社 代表取締役社長

1997年　司法書士事務所を開業、2008年法人化し司法書士法人
つかさ設立

2014年　オリーブオイル専門店『クレアテーブル』出店、農業参入
2015年　（株）クレアファーム設立、オリーブ産地化事業をはじめ

農業を核とする地域活性事業に取り組む
2017年　 地域特産品の国内外販路開拓や地域産業の成長支援を

行う地域商社（株）ふじのくに物産設立
日本中小企業経営支援専門家協会・理事静岡支部長
社外取締役、各種団体理事、行政改革委員など多数

Profile

1999年『Love, Day After Tomorrow』で日本デビュー。
ミリオンヒットを立続けに記録し日本を代表する女性シンガーとなる。
音楽活動と並行して震災の復興やカンボジア寺子屋支援など、社会
活動にも積極的に参加。
2016年4月より日本ユニシスグループ アンバサダーに就任。

Profile

金 トークセッション10/19 15:50~16:301日目

金 エッカート賞受賞グループ 活動成果発表10/19 16:30~17:001日目

金 アンバサダー プログラム10/19 17:15~17:401日目

金 情報交換会10/19 17:40~19:101日目

三雲いおり氏▶︎



4

ホテルセンチュリー静岡（8:00発）【貸切バス】⇒三保松原（8:40～9:40）⇒日本平ロープウェイ…久能山東照宮（10:00～11:30）
⇒昼食／丁子屋〈とろろ汁〉（12:30～13:30）⇒駿府匠宿／竹細工体験（13:35～14:05）⇒ふじのくに茶の都ミュージアム（14:30
～15:30）⇒焼津さかなセンター（16:10～16:30）⇒静岡駅（17:00着）

ホテルセンチュリー静岡（8:00発）【貸切バス】⇒富士宮本宮浅間大社…富士山世界遺産センター（9:00～10:30）⇒沼津港・沼津
みなと／散策（11:30～12:15）⇒昼食／浜焼きしんちゃん〈浜焼き〉（12:15～13:15）⇒柿田川湧水群（13:45～14:15）⇒韮山反
射炉〈ガイドツアー〉（14:45～15:40）⇒江川邸（16:00～16:30）⇒三島駅（17:00着）

東西交通の大動脈東海道を擁する静岡市には、全国最多、江戸時代の東海
道の宿場が6つもありました。この街道を通し、古くから人・物・技術の盛んな交流
が行われてきました。天女が舞い降りたという伝説がある「富士山世界文化遺産
構成資産 三保松原」、400年前の輝きを取りもどした家康公の墓所「国宝久能山 
東照宮」、16世紀から繁盛が続く最古のレストラン「丸子宿 丁子屋」、そんな駿府
にひろがる古くも格式ある名所を訪ね、そこに息づく心を感じていただきます。

前日の記念講演に連動し、2017年12月開業の「静岡県富士山世界遺産センター」にて、富士登山の追体験をしながら、
富士山の自然・歴史・文化・恵みに深く触れていただきます。屋上では、日本画と見紛うばかりの大パノラマの富士全景が待ち
うけています。富士の恵み・豊かな湧き水を実感いただけるよう、沼津では、栄養豊富な海で育った地の魚を浜焼きで食し、
三島では柿田川湧水群の透明度と水のおいしさに感動します。また、富士山と並ぶ静岡の世界文化遺産「明治日本の産業
革命遺産・韮山反射炉」で、先人の叡智を学びます。

▲久能山東照宮

▲三保松原

▲柿田川

▲富士山世界遺産センター

▲丁子屋

▲韮山反射炉

土 地域見学会・親睦ゴルフ会10/202日目 秋深まる静岡で、会員企業相互の交流を深めてください。　　４〜5ページのA〜Dのいずれかをお選びください。

中部コース
東と西が出会う場所 駿府にひろがる温故知新の旅

東部コース 世界文化遺産巡り
富士を深く究める登山追体験と静岡に残る先人の叡智を知る

参加費：9,000円

参加費：7,000円

三保松原●羽衣の伝説がある白砂青松の景
勝地です。ここから仰ぐ富士は日本新三景
の一つとなっています。
日本平ロープウェイ●日本の観光地百選に
も指定された標高307ｍの丘陵地、日本平
と久能山東照宮を結ぶロープウェイです。眼
下に広がる駿河湾、遠く伊豆の山々を見渡
すことができます。
久能山東照宮●徳川家康を祀る日本で最初
の東照宮です。国宝に指定されている絢爛
豪華な社殿と風光明媚な景観が有名です。
丁子屋●慶長元年創業のととろ汁の老舗で
す。自家製の白味噌ベースで出汁が効いた

上品な味わいが特徴です。
駿府匠宿●今川・徳川時代から受け継がれ
る駿府の伝統工芸に触れ体験出来る施設で
す。オリジナルの竹細工作りに挑戦できます。
ふじのくに茶の都ミュージアム●2018年3
月にオープンした新名所です。お茶を紹介
する展示だけでなく、創作お茶料理や、“世
界一濃い抹茶” と称される「ななや」の抹
茶ジェラートがパフェとして味わえます。
焼津さかなセンター●市場の雰囲気を味
わって楽しめる水産地総合市場です。水産
加工品、海産物、茶、食品類等の店舗が
約70軒立ち並んでいます。

富士宮本宮浅間大社●古くから駿河国
総社として信仰され、江戸時代には徳
川氏の崇敬を受けた神社です。漆塗り、
極彩色の華麗な社殿群は重要文化財に
指定されています。
富士山世界遺産センター●2017年12
月にオープンした新名所です。ユニーク
な形の展示棟内は壁面に投影される富
士登山道の映像を楽しみながら富士登
山を疑似体験できます。
沼津港（浜焼きしんちゃん）●沼津港で
水揚げされた新鮮な魚介類が楽しめる
食事処です。周辺の市場では沼津名産
の干物や各種海産物を扱うお店が立ち
並びお土産も豊富に揃っています。

柿田川湧水群●富士山の雪解け水が地
下水となってこの地に湧き出している様
子を見ることの出来る公園です。柿田川
は日本三大清流の1つで国指定天然記
念物にもなっています。
韮山反射炉●江戸時代末期に大砲を鋳
造したという反射炉です。2015年に世界
文化遺産登録されました。資料館とガイ
ドの案内でかつての姿を思い浮かべな
がら見学できます。
江川邸●江戸時代の代官屋敷で、現存
する邸宅建築では最古のものです。国
指定重要文化財であり、NHK 大河ドラ
マのロケ地としても有名です。

B

A

Schedule

Schedule
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ホテルセンチュリー静岡（6:30）⇒富嶽カントリークラブ（7:30）⇒
静岡駅（18:00着）
※宿泊は「ホテルセンチュリー静岡」をお薦めしております。

静岡駅（8:10発）【ひかり461号】⇒浜松駅（8:30着）【貸切バス】⇒航空自衛隊浜松広報館（9:00～10:30）⇒かんざんじロープ
ウェイ／オルゴールミュージアム（11:00～12:00）⇒昼食／浜乃木〈うなぎ〉（12:10～13:00）⇒龍潭寺（13:30～14:20）⇒竜ヶ
岩洞（14:30～15:10）⇒浜松市楽器博物館（16:10～16:50）⇒浜松駅（17:00着）

霊峰富士を背にゆったりとした時間を楽しむことのできる名門
全てのコースより雄大な富士が望め、
壮大にして華麗なゴルフシーンが生まれる
富士の懐にいだかれたステイタスコース

500年前、海と湖がつながった時から浜名湖には豊かな恵みが育まれま
した。湖上を渡るロープウェイではその姿を見下ろし、湖畔では「浜松の鰻」
を食し、その恵みを体感していただきます。自衛隊の航空機を見て体験
できる「航空自衛隊浜松広報館」、楽器の街としての浜松を知る「浜松市
楽器博物館」、歴代井伊家の菩提寺で、かの直虎ゆかりの地の「龍潭寺」。
浜名湖の恵みが育んできた歴史と産業を象徴する名所をめぐります。

▲龍潭寺

▲かんざんじロープウェイ ▲竜ヶ岩洞

秋深まる静岡で、会員企業相互の交流を深めてください。　　４〜5ページのA〜Dのいずれかをお選びください。 「地域見学会A〜Cコース」 募集定員：40名　最小催行人数：20名

親睦ゴルフ会
富嶽カントリークラブ

西部コース 「海の湖」浜名湖
海と湖のつながりが育くんだ歴史と産業をめぐる旅 参加費：12,000円

参加費：24,000円

航空自衛隊浜松広報館●基地に隣接す
る航空自衛隊の広報資料館です。展示
はもちろん、フライトシミュレーターや全天
周映像シアターなどの体験設備も充実し
ています。
かんざんじロープウェイ●日本で唯一、
湖上を渡るロープウェイで、浜名湖パルパ
ルから大草山山頂を結んでいます。眼下
に浜名湖を360度見渡せるパノラマの雄
大な景色が広がります。
浜乃木●浜名湖を一望できる絶景スポット
に位置する鰻自慢の食事処です。鰻白焼
膳では2つの食べ方で鰻を堪能できます。

龍潭寺●井伊直虎ゆかりのお寺として話
題になった井伊家40代の祖霊を祀る菩提
寺です。東海一の名園とも言われる小堀
遠州作の美しい庭園は国指定名勝となっ
ています。
竜ヶ岩洞●総延長1000mの東海地方最
大規模の鍾乳洞です。洞窟内はさまざま
な形をした鍾乳石で満ちており、中でも
30m落下する大滝は必見です。
浜松市楽器博物館●浜松駅前に位置する
世界中の楽器を展示する博物館です。楽
器を見るだけでなく、ヘッドホンでそれら
が奏でる音を楽しむこともできます。

D

C

Schedule

Schedule

＜富嶽カントリークラブ＞
〒424-0301  静岡県静岡市清水区宍原1783-1
TEL 0544-65-2211
https://fugakucc.com/

「親睦ゴルフ会」募集定員：80名

※ 参加費の中には、貸切バス代、プレーフィ、キャディフィ、
朝・昼食代、パーティ代が含まれます。

※ 組み合わせ等詳細につきましては、フォーラム1日目に別途
ご案内します。
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参加申込みについて

Webサイトよりお申込みください。
http://www.yuni-ken.gr.jp/

申込み締切り
2018年9月28日金17:00

●参加券と請求書
申込み締切り後、ご本人宛に「参加券」をお送りします。「請求書」は全国フォーラム終了後にお送りしますので、請求
書記載の指定口座にお振込み願います。なお、「参加券」および「請求書」は日本旅行からの代行発送とさせていた
だきます。（全国フォーラムの申込み受付業務、宿泊手配、地域見学会／親睦ゴルフ会などの参加費の請求業務に
つきましては、日本旅行に委託しております。）
※スケジュールは、2018年8月1日現在のものです。
　運輸機関のダイヤ改正、当日の道路状況等により、見学予定先での滞在時間が変更になる場合がございます。
※全ての写真はイメージになります。

●宿泊予約について
参加申込みと合わせて予約可能な宿泊先は次ページ記載のホテルとなります。なお、宿泊はご本人が個別に予約
いただいても構いません。

金10/19 9:45~13:001日目

静岡駅（9:45発）【貸切バス】⇒登呂遺跡（9:55～10:10）⇒静岡浅間神社（10:30～10:50）⇒駿府城公園／東御門・巽櫓・坤櫓
（11:00～11:35）⇒昼食・散策／浮月楼「浮殿」〈和食〉（11:45～13:00）…（徒歩10分）…ホテルセンチュリー静岡（13:10着）

日本でも有数の弥生時代の遺跡「登呂遺跡」、今川氏の館として築かれ
徳川家康の居城にもなった「駿府城」、平安時代からこの地を見守ってきた

「静岡浅間神社」、140年の歴史と見事な日本庭園を有する「浮月楼『浮殿』」
でのご昼食、古くから歴史の要所の舞台となってきた静岡市の魅力を体感
するツアーです。途中、静岡名物の安倍川もちもご賞味いただきます。

▲駿府城

▲登呂遺跡 ▲浮月楼

登呂遺跡●全国的に有名な約2000年前の
弥生時代の遺跡です。国の特別史跡にも
指定され縄文時代から弥生時代の農業や
生活の移りかわりを伝える史跡公園となっ
ています。
安倍川もち●静岡が東海道五十三次の府
中宿と呼ばれた時代から、美味いものとし
て名物番付の上位に据えられ、今日に至
るまで広く愛されてきた静岡を代表する名
物です。
静岡浅間神社●静岡市街地に接する賎機
山の麓神部に位置する神社です。徳川家
康とゆかりが深い神社で現在の壮麗な社

殿群は徳川幕府の指示によって造営され
たものです。
駿府城●駿府城は徳川家康が大御所と
なって隠居した際に使われた城です。中堀
の内側にある旧二の丸と本丸が「駿府城
公園」として整備されており、石垣や堀を
見ることができます。
浮月楼「浮殿」●最後の将軍、徳川慶喜が
大政奉還の後、20年の余を過ごした屋敷
を改築した料亭です。周囲の喧噪とは別世
界を体感できる2000坪の日本庭園を有す
る名店でもあります。

Schedule

募集定員：40名　最小催行人数：20名

静岡半日観光コース 参加費：3,500円
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お問い合わせ先

料金について

●10月19日（金）情報交換会参加費：8,000 円 （税込／お一人様）
※記念講演、トークセッション、エッカート賞受賞グループ	活動成果発表、アンバサダー	プログラムは無料でご参加いただけます。

●10月19日（金）宿泊費 （お一人様）

●10月20日（土）地域見学会・親睦ゴルフ会参加費

●10月19日（金）静岡半日観光コース参加費

ホテル名 移　動 部屋タイプ 1泊朝食付き（税込） 1泊朝食無し（税込）

ホテルセンチュリー
静岡

JR静岡駅（南口より） 徒歩1分
（ペデストリアンデッキ完備）
静岡鉄道新静岡駅（南側出口より） 徒歩10分

ツイン（1名利用）
26〜28㎡ 15,750 円 14,000 円

ホテルアソシア
静岡

JR静岡駅（北口より） 徒歩約1分
主会場（ホテルセンチュリー静岡）まで徒歩2分

シングル 15㎡ 12,600 円 11,000 円

静岡北ワシントン
ホテルプラザ

JR静岡駅（北口より） 徒歩約13分
主会場（ホテルセンチュリー静岡）まで徒歩15分

シングル 13.5㎡ 8,000 円 7,000 円

コース 名　称 参加費（税込）

地域見学会

A〈東部〉 世界文化遺産巡り
富士を深く究める登山追体験と静岡に残る先人の叡智を知る 7,000 円

B〈中部〉 東と西が出会う場所
駿府にひろがる温故知新の旅 9,000 円

C〈西部〉 「海の湖」浜名湖
海と湖のつながりが育くんだ歴史と産業をめぐる旅 12,000 円

親睦ゴルフ会 D 富嶽カントリークラブ 24,000 円

コース 参加費（税込）

静岡半日観光コース 3,500 円

キャンセルポリシーにつきましては、Webサイトをご確認ください。

　★親睦ゴルフ会をお申込みの方は、ゴルフ場にて朝食をご用意しておりますので、朝食無しのプランをご選択ください。

※上記参加費には貸切バス代、施設入場料、昼食代、Cコース新幹線代、国内旅行傷害保険代が含まれております。

※上記参加費には貸切バス代、施設入場料、昼食代、国内旅行傷害保険代が含まれております。

参加申込み・FAXによる申込み・宿泊／交通手段に関して
株式会社日本旅行内ユニシス研究会デスク（平日9:30〜17:30）
TEL：03-5369-4532　FAX：03-3225-1008
E-mail：unisys_forum@nta.co.jp

全国フォーラム講演・情報交換会に関して
ユニシス研究会事務局（平日9:00〜17:00）
TEL：03-5546-7366
E-mail：juua-info@unisys.co.jp



〈会場へのアクセス〉

主会場：	ホテルセンチュリー静岡
住　所：	〒422-8575	静岡県静岡市駿河区南町18-1　TEL	054-284-0111	
	 JR静岡駅南口より徒歩1分
	 静岡鉄道	新静岡駅より徒歩10分
	 富士山静岡空港よりタクシーで約50分
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来年度30周年を迎えるユニシス研究会の「全国フォーラム2019」は、
2019年10月	大阪市にて開催を予定しております。




