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特　集 いわてＩＣＴフェア２０１５へ出展いたします
「いわてICTフェア2015」は、情報通信月間行事の一環として、いわてICTフェア実行委員会主催により平成27年5

月27日、盛岡駅西口アイーナホールにて開催されます。
今年の開催テーマは「“地方創生に活かすICT”」で、東日本大震災津波からの復興や地域活性化に役立つICTの利

活用ついて、最新技術や製品を見て、触って、体験できる展示会、セミナーを開催しICTへの理解を深めることが、
開催趣旨となっています。

昨年は自治体の方、医療関係の方、民間企業の方、学生の方など500名を超える方々に来場していただき、当社のブー
スにも大勢の方々に来て見ていただきました。

今年の出展は、スマートフォンやタブレット端末を利用したシステムや、健康関連システム、市町村様向け当社シ
ステム等を予定しています。ぜひ「いわてICTフェア2015」にご来場いただき、当社ブースにお寄りいただきますよ
うお願いします。

【 出展予定内容 】

１．団体向け健康管理システム

自治体、企業、大学等における職員や学生の健康診断の実施、健康相

談対応など、健康管理担当者の業務全般をサポートします。

２．市町村向け財務会計システム

自治体情報システムの標準仕様である地域情報プラットフォームに準

拠した最新の財務会計システムを出展します。

３．くらしに役立つ住民向け自治体アプリ

市町村が提供するくらしに役立つ情報をスマートフォンを利用し住民

へお届けするサービスについて紹介します。

４．ビックデータ分析ツールQlikView

大量データを簡単な操作で自由に分析し、"問題解決の気づき"を得ら

れる新しいタイプの分析ツール「QlikView」を紹介します。

５．スマートデバイス対応ソリューションご紹介

スマーフォンやタブレット端末を利用して社外での仕事（指示・報告・

報告書作成）を効率化するソリューションを紹介します。

【 いわてICTフェア2015 】

開催日：平成27年5月27日（水）

　　　　10：00～17：00

場　所：岩手県民情報交流センター

　　　　（アイーナ）

内　容：（１）展示会　10：00～17：00

７階　アイーナホール

　　　　（２）セミナー　13：00～16：00

８階　804会議室

主　催：いわてICTフェア実行委員会

　　　　東北情報通信懇談会

　　　　情報推進月間推進協議会

　　　　岩手県

《昨年の「いわてＩＣＴフェア2014」展示会》 《昨年の当社ブース》
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東北歴史紀行

康平五年（1062）九月。
六日の午の刻（昼の十時から約二時間を指す）、将軍頼義は「高梨の宿」から、直ちに「衣川の関」を攻めようとした。
だが、気の利いた清原武則の側近の久清が「業

なり

近
ちか

の柵」に放火して、阿倍氏側をあわてさせる。貞任は、柵を放棄し、ひたす
ら北へ逃れようと馬に鞭

むち

をあてる。
これを源義家が追いかけ、大声で呼

さが

んだ。
所は衣川村の古戸にある坂道である。今、「一首坂」と称しているが、ここで世に有名な「歌問答」

が交
か

わされたのである。
─ ついに城の後より逃

の

がれて落ちて往
ゆ

くのを八幡太郎義家は、
「きたなくも、後ろをば見するものかな、しばし引き返せ、もの言わん」
と呼ばかけたので、貞任が振り返って見ると　─ 衣のたてはほころびにけり ─
と、義家は下の句を詠

よ

みかけたのである。
そこで貞任は、くつばみ（口輪のこと）をやすらえ、しころ（冑の鉢の左右から後方に垂

た

れて頬
を覆

おお

うもの）を振り向けて、
─ 年を経し糸のみだれの苦しさに ─
と付けたのである。義家は箭（矢の竹の部分）をはずして、静かに帰ったのである。
このような激しい戦いのさなかに、まことに「やさしかける事かな」と、『古

こ こ ん

今著
ちょもんじゅう

聞集』は結
むす

ん
でいる。

この書は、鎌倉時代の説話集で生活・風俗信仰などを知るための好史料とされている。
ところで、厨川の戦いの終末。貞任は全身に重傷を負い、身動き出来ぬ身を捕われ、将軍頼義の前で「一面して死す」ことに

なる。武将の礼として、重傷ながら敵将に「一礼して死す」、すなわち、武将として礼を失することなく、死をとげたのである。
「宗任は、自ら深

しん

泥
でい

に投じて逃げ脱
のが

れおわんぬ」。
宗任は、姥戸の柵を任せられて決戦に臨んだが、味方は敗北、宗任自身も負傷したが柵外に脱出、潜伏していたが、間もなく

投降した。
安倍氏幹部の一人であり、叛乱を起こした張本人の一人であるとして、投降した源頼義の新しい任國の伊予国（愛媛県）に送

られた。宗任が降人として京へ入ると、大宮人（宮中の公家）たちは、蝦夷の頭
とうもく

目の一人として、一目見ようと大勢が集まった。
康平七年（1064）二月十六日のこと。
宮廷には梅の花が咲き誇っていて、香しい春の風がながれていたという。
ある若い公家の一人が、

「みちのくの国では、こんな美しい花は見たこともないであろう。この花は何というか？」
と、梅の一枝を手折って、宗任の鼻先につき付け「宗任、これはいかに…」と聞いた。
宗任は、じっとその公家の顔を見ながら、
　わが国の梅の花とは見たれども
　　　　　大宮人は何んというらむ
と一首を詠んで差し出した。その大宮人は、一言も発せず、そのまま身を隠

かく

したという。
安倍氏は武勇にすぐれているばかりではなく、知識・教養をも兼ね備

そな

えた武将として描かれている。これらは後世の人々により、
一層の親近感をもたらしているのである。

◇
時代はずっと下がる。おおよそ五百年後のことである。
豊臣秀吉の天下統一が成り、更にほこ先を朝鮮に向けた頃のことである。

「文
ぶん

禄
ろく

の役（1593）」前後のことだという。奥州の伊達政宗が肥前（佐賀県）の名護屋を朝鮮進出の根拠地とした。
政宗が、ここから本国の仙台への帰途、京に立ち寄り、朝廷に貢物を捧げた。いわゆる武将の「表敬訪問」である。
その折、政宗は単身御所に向かい、桜並木の下を、中年の公家の案内で、冑を左手に悠々と歩む。
折もよし、桜並木は満開であった。左側の前方に立って御所へと案内していた公家は思った。〝奥州の六十二万石の大名と聞くが、

何んだ若
わかぞう

僧ではないか〟
一つ嘲

か ら か

弄ってやれ、とでも思ったのか。いきなり立ち止まって、頭上の桜花を指さし、大げさに聞いた。
「政宗公、この桜の心やいかに…」
これに対し、政宗は一瞬の間に、かつての安倍宗任の故事を想起したものか、左のように五七調で自若として答えた。

「大宮人、梅にも懲りず桜かな─」
見事な答えである。この大宮人は、その後何んと応じ、いかなる措

そ ち

置を講じたものであろうか…。
この逸話は、松浦藩主松浦静山候の著「甲

か っ し

子夜話」に記載の一部である。言うまでもなく、右の句の梅は、先の宗任の「梅の花」
を受け次いだものである。 （岩手県文化財愛護協会　顧問　金野　靜一氏）

前九年合戦(二十一)
− 和

う

歌
た

物語 −
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女房を質に入れてでも食べたい「初鰹」は、これか

ら旬を迎えます。

戻り鰹に比べると脂が少ない（戻り鰹の10分の1以

下）ので、たたきではなくお刺身で、辛子をつけて酢

醤油で食べるのが個人的には好みです。

さて、そんな鰹に含まれる代表的な栄養成分といえ

ば、皆さんご存じ「DHA」と「EPA」です。これらは

鰹の脂に含まれており、DHAは脳細胞を活性化させ記憶力をアップさせた

り、物忘れを防いだり、認知症の予防効果があるとも考えられています。一

方EPAには血栓を予防したり、血圧を下げたり、動脈硬化を防ぐ作用があり

ます。

DHAやEPAは刺身やカルパッチョなど生で食べると栄養素の損失が少なく、さらに緑黄色野菜やオリーブオイルな

どと組み合わせると効果的です。富に含まれています。

骨を作る成分であるカルシウムは、不足すると骨がスカスカになる「骨粗鬆症」を引き起こします。骨粗鬆症にな

ると骨折しやすくなり、高齢者では寝たきりの原因にもなりますので、カルシウムやビタミンDは積極的にとりたい

栄養素です。

またカルシウムには自律神経を安定させる働きもあるので、イライラ防止にもお勧めです。

鉄は血液の材料となりますが、不足すると貧血だけでなく冷え性や抵抗力の低下などさまざまな不調の原因になり

ます。牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品と一緒にとると吸収率が高まります。

認知症予防、血液サラサラ、骨粗鬆症予防、イライラ防止、貧血予防…。初鰹さまざまな効果が期待できる旬の恵

みですね。

季節の食材で健康に
─  初鰹  ─

○東北六魂祭の歩み
　（平成23年３月　東日本大震災）
平成23年７月　宮城県仙台市で開催
平成24年５月　岩手県盛岡市で開催
平成25年５月　福島県福島市で開催
平成26年５月　山形県山形市で開催

【平成27年度東北六魂祭】
日　時：平成27年５月30日（土）
　　　　　10：00～20：20
　　　　平成27年５月31日（日）
　　　　　10：00～17：00
場　所：秋田市内

　　　　　　《参加祭り》
・青森ねぶた祭　　・秋田竿灯まつり
・盛岡さんさ踊り　・山形花笠まつり
・仙台七夕まつり　・福島わらじまつり

４月を迎え、新緑のまぶしい季節となりました。アイシーエス秋田支店から、今年度秋田県秋田市で行われる
イベントとして「東北六魂祭」を紹介いたします。

アイシーエス秋田支店は、平成27年８月１日で開設20周年を迎えます。社員も13名のうち秋田県出身者が10名と、
地元に密着した支店であり、地元に貢献できることを喜びと感じています。節目の年度を迎えるにあたり、これまで
いただいたお客様からのご愛顧に感謝し、さらに皆様のお役に立てるよう社員一同頑張ってまいりますので、よろし
くお願いします。

秋田市で東北六魂祭が開催　～開設20周年秋田支店から～

●●● 初鰹の選び方 ●●●
サクや切り身の場合、赤い身の

色が鮮やかで、血合いがはっきり

しているものを選びましょう。断

面が虹色のように油っぽく光って

いるものは、鮮度が落ちています。

サクで買う場合、背側と腹側の

表記があれば、腹側の方が脂質が

多く含まれています（脂がのって

いる）。好みで選んでください。

（戸張看護師より）
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トピックス

新年度がスタートしました。気持ちを新
たに、今年度もよろしくお願いします。
震災後４年が経ち復興半ばですが、釜石
市がラグビーワールドカップ2019の会場
に決まるなど、明るいニュースも出てきて
います。みんなで盛り上げていきたいと思
います。
今回の号から初めてお読みいただく方も
いらっしゃると思います。お顧客様に役立
つ情報の提供を目指していきたいと思いま
すのでよろしくお願いします。
次号Networkは７月発行予定です。

編集後記

■秋期情報処理試験合格者発表

今回の合格者は以下の通りです。
◇システムアーキテクト ２名
◇ネットワーク
　　　　　スペシャリスト ２名
◇情報セキュリティ 
　　　　　スペシャリスト １名
◇応用情報技術者 ２名

平成27年３月１日時点の資格取得
者総数は
◇システム監査技術者 12名
◇ITストラテジスト ７名
◇システムアーキテクト 24名
◇プロジェクトマネージャ 17名
◇ITサービスマネージャ 21名
◇ネットワーク
　　　　　スペシャリスト 30名
◇データベース
　　　　　スペシャリスト 29名
◇エンベデッドシステム
　　　　　スペシャリスト １名
◇情報セキュリティ
　　　　　スペシャリスト 38名
◇応用情報技術者 165名
◇基本情報技術者 334名

（重複を含むのべ人数）
となりました。

取得した資格により裏付けされた
技術を、お客さまへのサービス提
供に生かして行きたいと思います。

新入社員紹介
新年度になり、当社に新しい仲間が増えました。
これから研修を行いそれぞれの部署で活躍することになります。
フレッシュな力を得て、ますますお客様のお役にたてますよう頑張ってま

いります。皆様よろしくお願いいたします。

氏　　名 配属先

鶴　飼　耀　平 行政第一システム部

佐　藤　美佳子 行政第三システム部

吉　田　洋　貴 行政第三システム部

高　橋　康　貴 行政第三システム部

鈴　木　芹　香 公共SI部

山　田　尚　人 公共SI部

伊　藤　健　太 公共SI部

東山崎　卓　人 公共SI部

吉　田　　　隼 公共SI部

天　沼　賢　人 公共SI部

中　野　みちる 医療情報システム部

八重樫　　　翔 医療情報システム部

菊　池　恵　太 組込みソフトウェア開発部

定年退職のお知らせ
平成26年度に以下の方々が定年を迎え退職されましたのでお知らせしま

す。長年にわたり頑張っていただきご苦労様でした。

・松尾　広二さん　
・小山田　敏雄さん
・千葉　　満さん
・柳村　正実さん


