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特　集

平成24年６月８日、いわてＩＣＴフェア実行委員会主催により盛岡駅西口ア
イーナホールで、「いわてＩＣＴフェア2012」が開催されました。アイシーエス
もＩＣＴに関する最新の取組みを紹介しています。
今年の開催テーマは「ＩＣＴで　安心安全　スマートライフ」で、万一の災害
時にもＩＣＴを上手に使いこなすことによって、人々がより安心安全でスマート
なコミュニケーションを実現できる具体的な提案と事例を紹介しました。昨年は
東日本大震災もあり、防災に対する来場者の皆さんの関心も高く、とても熱心に
説明を聞かれていました。
今回アイシーエスは、防災や安心安全をテーマとした出展内容として、「デジ
タルサイネージ」、「電子黒板」、「レスキューＰＣ」、「WiMAX」、「蓄電システム」、
「青森県がん情報サービスサイト構築事例」を展示しました。
平日にもかかわらず、来場者数は500名近くを数え、自治体の方、医療関係の方、
民間企業の方、学生の方と様々でした。皆様それぞれの立場で、防災を意識した
住民サービスや業務、生活に生かせるＩＣＴ技術を先取りしようとしていました。
アイシーエスブースにお立寄りいただき、本当にありがとうございます。
今回の展示内容については、お客様のもとで具体的な説明をさせていただきま
すので、いつでもお問い合わせいただきますようお願いします。

【出展内容】
１．デジタルサイネージ

公民館や仮設住宅集会所での利用も可能な電子看板
２．プロジェクタ式電子黒板
電子ペンによる書き込みが出来、既存のホワイトボードで使える電子黒板

３．レスキューＰＣ
通常時は業務用として、災害時は情報セキュリティを保ちながら避難所の
インターネット用として、ＰＣを使用可能とするインストールサービス

４．DIS mobile WiMAX
下り最大40Mbpsの高速ワイヤレス通信

５．蓄電システム
事業継続と最大消費電力の抑制が可能な業務用蓄電池
経済産業省
「定置用リチウムイオン蓄電池促進対策事業補助金」対象

６．青森県がん情報サービスサイト構築事例
当社が構築した、青森県が提供する「がん」に関する情報サイト。医師の
アドバイスや患者の体験談を、音声、動画で判りやすく提供している。

出展内容に関するお問い合わせはこちら
営業推進部　電　話　019-651-2626
　　　　　　メール　b-promote@ics.co.jp

 いわてＩＣＴフェア2012に出展しました

 電子黒板

 レスキューＰＣ

 蓄電システム

 青森県がん情報サービス
サイト構築事例
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平成23年６月、平泉の文化遺産が、ユネスコの世界遺産に登録されました。
登録から１年が経過しましたが、東北の文化を象徴する史跡として、東日
本大震災からの復興を見届けたいと訪れる人々を、暖かく迎えています。
今回は12世紀の頃、東北陸奥国の中心であった平泉、そして平泉町の世
界遺産とこれから開催されるイベントを紹介します。
平泉町様は、アイシーエスの住民情報システム「INSIDE」を導入されて
います。
【平泉町】
岩手県の南部に位置し、東は一関市東山町に、北は奥州市前沢区、衣川区、
南は一関市に接します。面積63.39平方km、人口8,367人（平成24年１月１
日現在）。国道４号、JR東北本線が南北に通り、平泉駅前を中心に市街地が
広がります。平泉丘陵の東端に平安末期の中尊寺・毛越寺・無量光院跡な
ど藤原四代の遺跡・文化が多く残っています。
平泉町様では、東日本大震災からの復興に向けて、平泉の世界遺産登録
が東北に勇気と活力を与えられるよう、国内のみならず世界へ平泉の魅力
をアピールしてゆくこと、この歴史と文化の薫る「世界遺産のまち・平泉」
に「いつまでも住んでいたい・ぜひ住んでみたい」と思えるよう、多くの
魅力が感じられるまちづくりを行うことに取り組まれています。
平泉町に関するお問い合わせ
総務企画課公聴広報係 0191-46-2111
平泉町ホームページ
http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/

【平泉　夏のイベント】
●毛越寺あやめ祭り（６月20日～７月10日）
毛越寺のあやめは大泉が池周辺の約30アールのあやめ園に、300種、
３万株の花菖蒲が咲き誇る

●平泉水かけ神輿（７月 14日～15日）
沿道からの「清め水」を浴びながら、観自在王院跡－金色堂間を勇敢に、
豪快に神輿が練り歩く

●中尊寺薪能（８月14日）
中尊寺境内の白山神社能舞台で行われる薪能

●平泉大文字送り火（８月16日）
藤原四代公、義経主従の追善と先祖供養のために京都・東山になぞら
えた束稲山に、約200メートルの大の字が夜空に浮かぶ
イベントのお問い合わせ
平泉観光協会　0191-46-2110 
http://hiraizumi.or.jp/

お客様Now!

世界遺産は、1972年のユネスコ（国際連合教育科学文化
機関）総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の
保護に関する条約」（世界遺産条約）に基づいて世界遺産リ
ストに登録された、「遺跡」、「建造物」、「自然」などのこと。
平泉は北海道・東北では初となる世界文化遺産として登
録された。（2011年６月登録）

平泉の資産名称は
「平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」
平泉町の中尊寺、毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山の５資産で
構成される。

詳しくは「いわて平泉世界遺産情報局ホームページ」をご覧ください
http://www.pref.iwate.jp/̃sekaiisan/
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東北歴史紀行

「小松の柵」が源氏、清原氏の連合軍によって陥落すると、これに伴い近くの安倍氏側の柵も、次々に陥
お

ちていった。
たとえば「高梨宿」や「石坂柵」は、前回でも述べた通り、安倍氏があえてこれを放棄したものである。
康平五年（1062）九月六日、午

ひる

の時刻、将軍の源頼義は、前述の「高梨の宿」に着いた。
「同月六日、将軍は高梨の宿に至り、即日、衣川関を攻めんと欲す。」
この衣川の関の場所も明確には分からないが、現在の平泉の中尊寺の在る丘陵の上か、または丘陵の上から衣川へ
下って行く途中の地ではなかったか、と考えられる。
─金色堂のあるあの丘陵を「関

かんざん

山」と呼んだ。それは「衣川の関」が、あの丘陵にあったので、白河の関から遠く
陸奥湾の外

そとがはま

ヶ浜までが、陸奥国の範囲とすれば、その眞ん中が「衣川の関」あたりになる。つまり「関山中尊寺」は
まさしく陸奥国の中心ということになる─
衣川の関は、たいへんに険しいところにあった。この衣川の要衝を攻めるために、源氏・清原の連合軍は、三方面
からの攻撃隊を編成、中央からは、第一陣の清原武貞（武則の子）、衣川の上流方面からは、橘貞頼を充て、清原武
則自身は、衣川の下流方面からの攻撃を担当した。
衣川での戦いは、文字通りの激戦であった。数時間にもおよんだ苛烈な戦いであったが、この戦いも武則の作戦が
功を奏した。衣川の関の下道からの攻撃隊が、対岸の「藤原業

なり

近
ちか

の柵」を、まず第一に攻略したことが、「衣川の柵」
陥落の大きな決め手になったのである。
武則は第五陣の隊長として、ここでも先陣をきって官軍方を指揮したのであった。
実は「衣川の関」と言っても、安倍貞任軍の本流は、前述の「藤原業近の柵」に立てこもっていたのである。
その柵に武則の手兵らが密かに忍び込み、火を放った。火の手は盛んに燃え盛り、安倍勢を大いにおびやかす。よっ
て「衣川の関」の圏

けん

内の要所は、次々に崩壊していった。
険阻・堅固と言われた父祖伝来の「衣川」であったが、安倍貞任もつ
いに放棄を決意し、北方へ馬を走らせる。これを源義家が追いかけて大
声で呼ばわった。所は、衣川村の古戸にある坂道である。
ここにおいて、かの有名な歌問答が交わされたという。
─ついに柵

さく

の後ろより逃れて落ちて往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
びかける。安倍貞任は振り返って見ると、「衣のた

・ ・

ては、ほころびにけり」
と義家は下の句を読みかけた。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れて頬を覆うもの）を
振り向けて、「年をへし糸の乱れの苦しさに」と付けたのである。その時、
義家は箭

せん

（矢の竹の部分）をはずして静かに帰ったという─
このような激しい戦いの最中に、まことに「やさしかりける事かな」と、

『古
こ

今
こん

著
ちょ

問
もんじゅう

集』は結んでいる。この著は鎌倉時代の説話集で、橘成季の
撰で、建長六年（1254）の成立といわれる。
なお、この歌問答の行われたという坂道は、今は「一

いっしゅざか

首坂」と名づけ
られ、その歌碑も建てられて“史跡”となっている。
「前九年合戦」の勝負の帰すうは、どうやら「小松の柵」「衣川の柵」
の攻防の結果がそれを暗示しているとも言われるが、安倍貞任は、決し
て気勢を失うことはなかった。
連合軍が胆沢郡の白鳥村になだれこむ。そして大

おお あ そ う の

麻生野（前沢町）、
瀬原（平泉の字瀬原）の二つの柵を攻める。この二つの柵は落ちたが、
抵抗はなお強まる。戦いは、ついに安倍宗任の居住する「鳥海の柵（現
金ヶ崎町）」に至ったのである……。

（岩手県文化財愛護協会　顧問　金野　靜一氏）

前九年合戦（十）
− 小松・衣川の柵～鳥海の柵 −
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厨川柵

鵜胞、比与鳥柵

9月 12 日～13 日攻略

9月 11 日落ちる

9月 7日二柵を抜く

9月 6日攻撃

8月 17 日攻略
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9 月 17 日午後厨川柵落城
安部氏滅亡

9月 16 日終日戦闘
9月 15 日夕刻頼義軍厨川

到着
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編集後記

５月26日、27日、盛岡市で「東北六魂祭」
が開催され、多くの人々に元気をくれました。
その中の一つである「さんさ踊り」も、７月
には練習の太鼓の音が盛岡市内のあちらこち
らから聞こえるようになり、８月の本番を迎
えます。今年も全社で取組み、祭りを盛り上
げたいと思います。沿道からの声援をよろし
くお願いします。
次号Networkは10月発行予定です。

大人にも子供にも人気の高いカレー。特に蒸

し暑い夏には、カレーの刺激的な辛みと香りが

衰えがちな食欲を増してくれます。

一般的なポークカレーのエネルギーは約

700Kcalで、ご飯200gを添えると約950Kcalに

なります。塩分は一皿で３～４g含まれています。

エネルギーと塩分を控えめにするためには、

ちょっとした工夫が必要です。肉は脂肪分の少ない部位を選び、ルウ

の代わりにカレー粉で調理するか、ルウの量を減らします。カレーの

とろみはルウに含まれている小麦粉によるものですから、ルウを使わ

ないときはカレー粉とあわせて小麦粉を加えるか、野菜をすりおろし

て加えるようにします。

すりおろした人参や玉ねぎをよく炒めると、水分が飛んで味が濃く

なり、甘みも増すのでお勧めです。

また、脂肪の多い料理は塩分を高くしないと塩気を感じにくい傾向

があるので、肉の部位やルウに工夫して脂肪分を低くすれば、適度な

塩気で足りるというメリットもあります。

そして、ご飯の量にも気を配りましょう。茶わん１杯強のご飯（150g）

を目安にします。ご飯の量を減らしてキャベツなどの千切り野菜を混

ぜれば、食べごたえが出て、栄養バランスも良くなります。

いまどきのICS

６月１日、晴れ渡った青空のもと、恒例の地域清掃活動を
行いました。地域貢献の重要性を肌で感じてもらうことを目
的に、新入社員研修の一環として毎年本社周辺の清掃を行っ
ています。この活動には新入社員だけではなく多くの社員が
参加しました。

この夏は省資源、電力使用制限のため、夏季の冷房使用節
減、高めの温度設定にも取組んでいます。
お客様もアイシーエスに来社される際には、ぜひ軽装でお
こしください。

大好きな料理をヘルシーに
─カレーのとろみはすりおろし野菜で─

スパイスの良い働き

・ターメリック（うこん）

カレーの黄色の元になるスパイス。

健胃・利尿作用があり、新陳代謝

を高め、肝臓や胆のうの機能を良

くするといわれる。

・コリアンダー

香菜の種子。頭痛や消化不良に効

果があるといわれる。

・クミン

カレー粉の香りを決定するスパイ

スの一つ。消化を促進させ、下痢

やお腹の張りにも良いといわれる。

・赤唐辛子（レッドペッパー）

カレー粉の辛みの元になるスパイ

ス。食欲を刺激し、消化を助け、

強壮の働きがあるといわれる。

（戸張看護師より）


