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いわてＩＣＴフェア2014に出展しました

「いわてＩＣＴフェア2014」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26年６月６日、盛岡駅西口ア
イーナホールにて開催されました。アイシーエスはＩＣＴに関する最新の
取組みを県民の皆様に紹介するために、毎年出展しています。
今年の開催テーマは「“ＩＣＴによって目指す復興、地域活性化”」で、
市町村の活用が期待されるソリューションや復興に際し業務の効率化に役
立つソリューションについて紹介しました。
来場者数は昨年に引き続き500名を数え、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、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。

パーソナル3Dプリンタ

今回の出展物は、いずれも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．パーソナル３Dプリンタ
USB メモリの STL ファイルから直接プリント（造形）できるパーソナル
サイズの３D プリンタ。

２．マルチデバイス対応の汎用入力システムSmartAttack
スマホやタブレットでも利用可能な汎用入力システムで、現地での
作業報告や勤務報告など様々なシーンで利用可能。
３．ペーパーレス会議システムiStudy
マルチデバイス対応で、安価に導入できるペーパーレス会議システム。

ペーパーレス会議システム

クラウドサービスやオンプレミスにも対応。

４．市町村システムの番号制度対応
社会保障・税番号制度（マイナンバー）の導入に向けて、市町村の
情報システムに求められる対応とその実施スケジュールを説明。
５．市町村のビッグデータ活用
市町村が保有する大量の住民データを活用し、様々なグラフや地図
を用いた住民統計やデータ分析をおこなえるツールを紹介。

市町村のビッグデータ活用

出展内容に関するお問い合わせは

営業推進部
電

話

メール

019-651-2626
b-promote@ics.co.jp
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メーカーとのパートナーシップについて
アイシーエスは多くのハードウェアメーカー、ソフトウェアメーカーとパートナーシップを組んでいます。
そのうちのいくつかを紹介します。

Microsoftパートナーネットワークでは、7つのGoldコンピテンシー（得
意分野） と4つのSilverコンピテンシーを取得しています。 これは、
Microsoft製品のうちデータベースやデスクトップ、サーバ仮想化に関
する分野などで知識と経験が豊富であると認められたことによります。

VMwareパートナーネットワークのEnterpriseレベルパートナーに認定されています。さらに「インフラス
トラクチャの仮想化」、「デスクトップの仮想化」の分野で知識と経験を認められ、両方のソリューションコン
ピテンシーを取得しました。

オラクルパートナーネットワークのOPN Specialized GOLDレベルパートナーに認定されています。GOLD
レベルに認定されることで、オラクルの全製品について取扱いが可能となり、さらにお客様向けのデモンスト
レーションや開発用で製品を使用することができます。デモを希望されるお客様はご依頼ください。

映像や音声・音楽など、クリエイティブな分野で活用されるアプリケーションを提供しているアドビシステ
ムズですが、常に最新版をユーザーに利用していただくために、「Creative Cloud」を提供することとなりま
した。
企業で導入される「Creative Cloudグループ版」は認定リセラーしか提供できませんが、アイシーエスは認
定リセラーに登録し、企業向けに「Creative Cloud」を提供しています。

アイシーエスはVCEテクノロジー・ソリューションズ株式会社のコンバージド インフラストラク
チャシステム「Vblock™」の販売代理店として登録し、販売が可能となりました。
Vblockは、Cisco、EMC、VMware社のサーバ、ストレージ、ネットワーク、仮想化基盤、運用
管理ツールなどのコンポーネントをすべて統合したオールインワンのシステムです。
Vblockは、お客様のインフラ環境に合わせて、事前に設計・設定・検証され、単一のシステム基
盤として提供します。これにより、短期間での導入が可能となる他、システム管理工数の大幅削減、
コスト効率と安定性に優れたシステム運用が可能となります。

アイシーエスはこれらハードウェア製品・ソフトウェア製品の中から、お客様の要望に合った、最適なソ
リューションを提案します。
ご相談・お問い合わせはアイシーエス営業推進部まで
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東北歴史紀行

前九年合戦（十八）

− 厨川の戦い その４ −

さい ご

決戦の最期の時が来た。
けん ご
さく
ほのほ
要害堅固と言われた「厨川の柵」も、周りを閉ざすかのような炎に包まれては、どうすることも出来なかった。
柵の中の数千にも及ぶ兵たちも、今や身にしみて安倍氏の滅亡を感じ、嘆き悲しんだのである。
かち
燃えさかる炎の中から逃れ出て、深い河の中に身を投ずるもの、また自らの首をはねる者も少なくなかった。勝に
乗じて官軍は、大勢で河を渡って攻めて来た。
このとき安倍軍は、一同死ぬ覚悟で、数百人が一団となって逆襲して来た。安倍
軍は敵を一人でも多く倒し、その上一同自決の覚悟で必死に攻める。
安倍勢の勇敢な戦いぶりに、
官軍も思わずタジタジとなり負傷者もたくさん出た。
あや
清原武則は「これは危ふい」と、味方の軍士に告げて言うには、
かこ
いだ
「囲みを開いて賊衆を出すべし…」
だん
と。一団となって攻め寄せる安倍軍に対して、官軍は囲みを解いて〝逃げ道〟を
作ってやれ、というわけだ。これを見た安倍軍の多くは「囲みが開いた。ここを通
れば助かるかも知れない…」
「敵見ヶ森」貞任がこの付近に丘を作り、
櫓を構えて敵を監視させたという。
あれほど強固であった安倍軍は、これを機に〝逃げ道〟を探す、か弱い集団となっ
てしまったのだ。
う
こうして安倍勢は、たちまちにして外に赴くの心となり、戦わずして走る。官軍は、ほしいままに撃って、ことご
とく殺す…。
囲みを開けば安倍軍は、必ずや戦わずして逃げるであろう。助かりたいという気持ちが起こって逃げようとした者
は、「みな殺ろし」の目にあう。安倍氏は、最後まで皆勇敢に戦ったが、とうとう敗れてしまう。
さい ご
最後の最後まで陣頭に立って戦った貞任も、ついに最期を迎える。
き
ほこ
おおだて
―貞任は剣を抜いて官軍を斬る。官軍は鉾をもってこれを刺し、大楯に載せ六人でこれをかつぎ将軍の前に置く―
たて
の
よりよし
大きな楯に負傷して動けない貞任を載せて将軍源頼義の前に置いたという。
まわ
ようぼうかい い
ひ ふ ひ はく
せ
いちめん
―貞任の身長は六尺有余。腰の囲りは七尺四寸。容貌魁偉、皮膚肥白なり。将軍、罪を責む。貞任一面して死す―
源頼義将軍は「お前のために、源氏は苦労して散々な目にあった。見よ、俺達の頭髪もこんなに白くなった。よく
も長年月にわたって苦労をかけおって」などと貞任に向かって責める。
だま
貞任は一言も発せず、黙ったまま、一面して死んだ。
「一面して死す」とは、頭を下げて死んだということ。これは敵に対する最後の礼である。貞任は武士として立派
な最期であったと誉めている（陸奥話記）のだ。
康平五年九月十七日。貞任には最後まで勇敢に戦い、そして敵の将軍に一面して死んだのである。これは、やがて
武士の時代になるが、その武士が守るべき儀礼をすでに実行していたのだ。
ちなみに「容貌魁偉」は、中国の『後漢書』からの言葉。人並みではない大きくてきわめて立派な人という意味。
これも最大級に誉めている言葉である。
貞任には十三歳になる千世童子という子息があった。
こわらべ
よろい
き
きょうゆう
そ ふう
―貞任の子童。年十三歳。名づけて千世童子という。容貌美麗、甲を被て柵外に出て、よく戦って驍勇、祖風あり―
十三歳の千世童子は、姿・形美麗というので美少年であったろう。甲を被て柵外で戦う様子は、まことに立派であっ
た。「祖風」ありは、勇敢に戦う様子は、先祖をしのばせるすぐれた武者ぶりであった。
源氏の将軍は千世童子の若武者振りに哀れを感じて命を助けようと思った。ところが清原武則が、「今は可愛い子
ふくしゅう
供であるが、大人になったら何をするかわからぬ。復讐するかも知れない、といったようなことも十分に心して措置
しなければならぬ」と忠告した。そこで将軍は、千世童子を斬ったのであった。
のりとう
貞任の弟に則任がいた。その妻が言う。
さく
ひとり
―ただし、柵の破れるとき、則任の妻、独三歳の男の子を抱き、夫に語っていう。
わたし
君、まさに没せんとす。妾、生くることを得ず。請う、君の前にまず死なん。
すなわちたちまち児を抱いて自ら深渕に投じて死す。一烈女というべし―
則任の妻は、子供を抱いて夫に託した。「貴方はいま命を捨てて戦おうとしてい
るのに、私だけ生き残ろうとは思わない。どうぞお願い。貴方の前に、私はこの子
と一緒に先に参りますので、心置きなく戦って下さい」と言って、親子ともに北上
川の深渕に身を投じた。
『大日本史』巻二二四の「烈女伝」は、武士の妻の心がけの手本として列挙され
たものであるが、その四十人の中に、この則任の妻があげられている…。
「貞任・宗任神社」後世の人により建立され、
（岩手県文化財愛護協会 顧問 金野 靜一氏）
末永く祀られています。
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季節の野菜で健康に
● ゴーヤの選び方 ●●●

●●

─ゴーヤ─
じめじめした梅雨が明けるとまぶしい太陽が照りつ
けるようになり、夏野菜の季節が到来します。おいし
い夏野菜は数あれど、なかでもゴーヤの個性的な味わ
いは、いかにも夏の体に良さそうです。
強烈な苦みがありながら、体に良い野菜として昔か
（戸張看護師より）

ら重宝されてきたゴーヤ。古くから沖縄や南九州で栽

・色が濃く鮮やかで表面につやがあ
り、イボイボが壊れていない
・ふっくらとして、あまり大きすぎ
ない
・持ったときに張りがあり、ずっし
りと重い
が良品です。

培されてきましたが、ここ数年はベランダでゴーヤの

色が薄くイボイボが大きいものは
苦みが少ないので、苦いのが苦手な

カーテンを作っているご家庭も見かけます。
ゴーヤにはビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCには強い抗酸
化作用があり、体内で発生した活性酸素を撃退して風邪などの病気を防いだ
り、老化を遅らせる働きがあります。また、ビタミンCにはコラーゲンの合
成を助ける働きもあるので、皮膚のしわやたるみを防いだり、血管を健康に

場合はこちらを選ぶと良いでしょう。
一度に1本を使い切らない場合、
残りは中の種やワタを取ってから保
存します。

保つ効果も期待できます。さらに、しみを防ぐ効果もあります。
またゴーヤには「チャランチン」という成分が含まれています。この物質
は血糖値の上昇を抑えるホルモンと似た働きをすると考えられており、高血
糖が気になる人にもお勧めの食材です。
ゴーヤの苦みの成分は「モモルデシン」といい、血糖値や血圧を下げる効
果があると考えられていて、まさにゴーヤは健康食といえますね。苦さの中
にも不思議な魅力を秘めているゴーヤ。夏の日差しや夏バテから体を守って
くれる、夏にお勧めの野菜です。

いまどきのICS
6月16日、梅雨空の中、恒例の地域清掃活動を行いました。アイシー
エスのＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の中の社会貢献・地域貢献
への取り組みとして実施していて、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ています。
また、今年も、省資源、電力使用
制限のため、夏季の冷房使用削減、
高めの温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、
「ノーネクタイ・ノー上着」のスー
パー・クールビズでお越しください。
http://www.ics.co.jp/
E-mail : ics-sales@ics.co.jp

編集後記

今年も夏祭りの季節となりました。
盛岡市では８月１日から４日までの４日
間「盛岡さんさ踊り」が開催されます。
アイシーエスも毎年参加しています。ア
イシーエスのパレードをお見かけの際は、
沿道からの熱い声援を期待していますの
で、よろしくお願いします。
次号Networkは10月発行予定です。

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。
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