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集

地方自治情報化推進フェア2012への出展

アイシーエスでは地方自治情報化推進フェア2012に、弊社最新のソリューションを出展いたします。皆様の来場を
お待ちしております。

■開催日

2012年10月23日（火）〜24日（水）

■場

東京ビッグサイト （東京都江東区）

所

西展示棟

西１ホール

■主

催 （財）地方自治情報センター

■後

援

総務省、全国知事会、全国都道府県議会議長会、
全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、
全国町村議会議長会

他

「地方自治情報化推進フェア2012」は、地方公共団体の電子行政
推進に資することを目的に開催されます。地方公共団体にとって、
また、住民にとって、ICTのもたらす価値や可能性を訴求する場
として最新の各種行政システムの展示とデモンストレーションが
行なわれ、さらに有識者及び実務者を講師に招いて行政サービス
の高度化、地域の課題解決における積極的なICTの活用方法等に
ついてのセミナーも行なわれます。

昨年のフェアの様子

【推進フェア2012の構成】

～弊社の出展内容～

・情報システム展示会

●住民情報統合システム「INSIDE」

・講演会

（住民記録、税務情報、福祉）
●内部情報トータルシステム「Bestside」

・トピックスセミナー
・研究開発成果説明会
・オープンセミナー
・LGWAN-ASP事業参入セミナー
・ベンダープレゼンテーション
地方自治情報化推進フェア2012
https://www.lasdec.or.jp/evnt/2012/
※参加にあたっては事前登録をお願いします。

（財務会計、人事給与、庶務管理、文書管理、電子決裁、職員ポータル）
【出展概要】
昨年のリリース以来着実に実績を伸ばしているWeb型住
民情報統合システム「INSIDE」の新バージョンと、継続的
な機能強化で全国約120団体での実績を誇る内部情報トータ
ルシステム「Bestside」を出展します。
また、岩手県を本拠地とする弊社が、震災を通じて考え
た「顔の見えるクラウドサービス」についてもご紹介します。
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大好きな料理をヘルシーに
─丼物に一工夫─
牛丼、親子丼、かつ丼…ご飯におかずをのせ
た丼物は、簡単に作れて気軽に食べられる人気
メニューですが、エネルギーが高く、塩分をたっ
ぷり含んでいるのが難点です。
特に揚げ物がのったかつ丼や天丼のエネル
（戸張看護師より）

ギーは、外食の場合１杯800〜1000Kcalもあり

●器によって違う、ご飯の量と
エネルギー
・ご飯茶碗（女性用）
110ｇ・185Kcal
・ご飯茶碗（男性用）
150ｇ・252Kcal
・小ぶりの丼
130〜150ｇ・219〜252ｇ
・普通の丼

ます。ほかにも、牛丼は約650Kcal、親子丼は

250〜300ｇ・420〜504Kcal

約700Kcalとかなり高エネルギー。その理由の第一はご飯の量の多さ
にあります。普通サイズの丼はご飯茶碗で２杯、さらに大きめの丼な
ら２杯半のご飯が入ります。自分の適量を知って、外食の時はご飯を
残すことも必要です。
家庭で丼物のご飯の量を減らすには、器のサイズを見直す、ご飯に
他の材料を混ぜるという方法が効果的です。例えば青菜ご飯にすれば、

●ご飯に混ぜるのにお勧めの材料

（100ｇ当たりのエネルギー）

・粒こんにゃく（６Kcal）
・しらたき（６Kcal）
・小松菜（14Kcal）
・えのきだけ（22Kcal）

ビタミンやカルシウムも補えます。
丼物のもう一つの問題点は塩分の高さです。牛丼１杯で５ｇ前後、
みそ汁を加えると塩分は１〜２ｇ増え、さらに漬物を食べると…。
減塩対策にも小ぶりの丼が有効です。ご飯に比例してのせるおかず
も自然と少なめになるからです。また、薄味の煮汁を最後に煮詰めて
からかける、煮汁にとろみをつける、ソースを直接かけずに具だけに
からめる、といった工夫も減塩に役立ちます。

いまどきのICS
「Microsoft Pinpoint」はマイクロソフトが公開し、地域や得意分野等
で最適なパートナー企業とソリューションを検索できるシステムです。
アイシーエスも製品紹介ページを登録していますのでぜひご覧くださ
い。
「コンピテンシーおよび認定資格」には、右の図にある「GOLD」と
「Silver」の資格が並んでいます。認定技術者が多数所属していること、
お客様への導入事例が豊富であることの証明です。
５種類という多くの分野で「GOLD」を取得している企業は東北でも
4
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まれで、秋田支店、一関事業所でも「GOLD」パートナーの資格を取得
しました。今後も広い技術分野での知識や経験を活かして、さらにお客
様のニーズにお応えします。
Microsoft Pinpoint

http://pinpoint.microsoft.com/

株式会社アイシーエスの紹介ページ
http://pinpoint.microsoft.com/ja-JP/PartnerDetails.aspx?PartnerId=4295512386
仮想化ソリューションで先駆的なVMwareは、2012年上半期のパートナー
エリアコンテストを開催し、東北地区からアイシーエスが受賞となりました。
VMwareソリューションの拡販に尽力しているという評価での受賞でした。
VMware ＩＴ価値創造塾
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http://vmware-juku.jp/

パートナー認定の盾
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東北歴史紀行

前九年合戦（十一）

− 鳥海の柵 閑話休題 −

鳥海の柵

むね とう

とり み

康平五年（1062）九月十一日の早朝、頼時の三男安倍宗任の居住する「鳥海の柵」が、源氏・清原の連合軍によっ
て攻撃された。
―この柵は、金ヶ崎町大字西根の字鳥海に在り、安倍氏一族の十二か所もある柵のうち、正規の発掘調査の終了し
た唯一の柵である―
鳥海の宗任柵は、「衣川関」「厨川柵」と並んで、安倍氏の主城とされた構えのすぐれた柵であった。
そのため、攻撃する源氏方も、気を引きしめ武具の用意も十分におこない、将軍源頼義を陣頭に一斉に攻め込んだ。
ところがどうしたことか、柵の主である安倍宗任、武将たる藤原経清らは、すでに北方の厨川の柵を目指して後退
したあとだったのである。

から

言うなれば「鳥海の柵」は、もぬけの殻であったのである。
そこで頼義は、兵を鳥海の柵に入れ、しばらく休養させた。ところ
が柵の中の小屋に、酒が数十樽も入っていた。これを知った士卒は、
争ってこれを飲もうとする。
そう

酒の入っている甑は、土器の大なるもので米とか麦などの穀物を入
そう

れる容器である。これに酒がいっぱい入っていて、しかも数十の甑が
並んでいた。源氏の兵は争ってこれを飲もうとしたのである。
源氏・清原の連合軍が、この柵に突入したときは、安倍軍はすでに
北方へ一早く退去していたのだ。将軍頼義は、将兵たちが、酒の容器
をこじあけて飲もうとするのを制止して、
「おそらくは賊類（安倍軍）、

高速道路脇の案内板

金ヶ崎町史跡案内

毒酒を設けて疲れてのどを潤したい官軍をあざむくためのもの。」と、
この酒には毒が入れてあり官軍を毒殺しようとする策略だと、飲むこ
とを止めた。
しかるに下役の雑役の二人の者が、そっと隠れてこの酒を飲んでみ
た。しかし何ともない、少しも毒がないのである。そこで一同は、大
喜び。
「全軍これを飲み、みな万歳を呼ぶ」とある。みな「万歳」「万歳」
と呼びながら、誰はばかることなく、飲み干したという。
ちなみに万歳は「ばんざい」ではなく当時は「バンセイ」
「アンセイ」
と呼称していたようである。

鳥海の柵

堀跡

萬歳のこと（閑話休題）
萬歳をバンザイと呼ぶようになったのは明治十二年（1889）二月十一日の「紀元節」の祝賀行事が元であった。
「萬
歳」については一関出身の大槻文彦博士の研究によれば、次のような経過になる。
それまでは参列した人々は、だまって声を出さず最敬礼する慣習であった。しかし大学の教授会で、外国の例にのっ
とって喜びの声を出すようにしてはということになった。清水彦五郎教授が「奉賀、奉賀、奉賀」と三唱してはどう
だろうかと言った。
ところが奉賀、奉賀…と唱えていると何んと「アホー、アホー」とも聞こえるというので、これは退けられた。
その時、東大の学長でもあった外山教授は、かかる場合は、第一音の発声が大事で、「奉」というのは弱くて、大
声で唱えることは難しい、そこで萬歳と書いて、この字を「ばんざい」と読み、大声で三回唱えることにしようと決
まったのである。
かくして同年二月十一日の紀元節、青山練兵場、今の明治神宮外苑での観兵式に、宮城の外側に参列した東京大学、
東京高等師範の学生達が一斉に祝賀の意を込め、初めて「萬歳」の三唱が行われたのである。
（岩手県文化財愛護協会

顧問

金野

靜一氏）
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トピックス

あなたのそばにICS

■春期情報処理試験合格者発表

もりおかさんさ踊り

今回も多数の合格者がありました。

８月３日アイシーエスは今年もさんさ踊りパレードに参加しました。

○システム監査技術者

３名

この日のためにさんさ踊り実行委員会を中心に練習を重ね、太鼓や笛、踊

○プロジェクトマネージャ

２名

りと、観客の皆さんと一体になって熱いイベントを盛り上げることができま

○データベース
スペシャリスト

した。
２名

声援を送ってくださった皆様、ありがとうございました。

○情報セキュリティ
スペシャリスト

２名

○応用情報技術者

５名

○基本情報技術者

２名

これにより総数は、以下の通りと
なりました。
◇システム監査技術者

11名

◇ITストラテジスト

４名

◇システムアーキテクト

19名

◇プロジェクトマネージャ

14名

◇ＩＴサービスマネージャ

14名

◇ネットワーク
スペシャリスト

26名

◇データベース
スペシャリスト

24名

◇情報セキュリティ
スペシャリスト

26名

◇応用情報技術者

150名

◇基本情報技術者

326名

平成24年9月1日現在
（重複を含むのべ人数）
編集後記

８月、東北岩手の夏を飾るさんさ踊りが開
催されました。アイシーエスでは、新入社員
は必ず太鼓で参加することとしています。１
か月間という短い時間で先輩社員の厳しい指
導を受けながら、中身の濃い練習を重ねてパ
レードに参加しますが、始まる前はうまく太
鼓をたたけるか心配でドキドキ、終わった後
は皆が必ず「もっと続けたい！」と思ってく
れます。やはり参加することで初めて味わえ
る楽しみというのがあります。さんさ大好き
人間が今年も増えたようです。
この号が発行される頃は秋真っ只中。紅葉
や温泉めぐりが楽しみな季節ですね。また、
美術館や音楽ホールでも数多くのイベントが
予定されています。今年はちょっと遠出をし
て、素敵な秋を探しにいきませんか。
アイシーエス「Network」、次号は年明け
１月に発行する予定です。

http://www.ics.co.jp/
E-mail : ics-sales@ics.co.jp
本

社： 〒020-8544 岩手県盛岡市松尾町17番8号
TEL：019-651-2626 FAX：019-651-2693

一関事業所： 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字下中田9番地1
TEL：0191-24-3888 FAX：0191-24-3750
秋 田 支 店： 〒010-0951 秋田県秋田市山王2丁目1番54号
TEL：018-865-6171 FAX：018-865-6121

三交ビル

青 森 支 店： 〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番6号
TEL：017-722-6560 FAX：017-732-3602

AQUA古川2丁目ビル

仙 台 支 店： 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号
TEL：022-722-7622 FAX：022-722-7644

東北王子不動産ビル4階
※掲載記事等の無断転載を禁じます。

4
このパンフレットは
FSC承認紙を
使用しています

