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2014年秋の展示会出展

◆第11回全国大学コンソーシアム研究交流会フォーラム
全国大学コンソーシアム協議会が主催する、「第11回全国大学コンソーシアム研究交流会フォーラム」が、今年は
９月13日、14日の２日間、盛岡市で開催されました。 今年のテーマは「大学間連携と地域活性化への取り組み」と
いうことで、当社からは２つのシステムを出展いたしました。
■開催
■場所

平成26年９月13日（土曜日）、14日（日曜日）
いわて県民情報交流センター「アイーナ」
７Fホール、８F会議室
■主催 全国大学コンソーシアム協議会
■共催 いわて高等教育コンソーシアム
■後援 文部科学省、総務省、経済産業省、一般社団法人国
立大学協会、公立大学協会、社団法人日本私立大学
連盟、日本私立大学協会、全国公立短期大学協会、
日本私立短期大学協会、全国知事会、朝日新聞社、
毎日新聞社、読売新聞社、日本経済新聞社、一般社
団法人共同通信社、岩手県、盛岡市、岩手日報社
【出展システム】
●学習支援システム「アイアシスタント」
（シラバス、授業記録、課題・レポート、ドリル、アンケート、他）
全国から多数の方が来場され、当社の出展ブースにも多
●復興支援ポータルサイト
くの方々が足を運ばれ熱心にご覧いただきました。
（復興のための《支援を求める人》と《支援したい人》のマッ
今後も、お客様に役立つより良いシステムを構築しご提
チング、 市町村ごとの動きや団体の活動状況を情報発信、
補助金・助成金情報などの情報提供 など）
供していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

◆地方自治情報化推進フェア2014
地方公共団体情報システム機構が主催する「地方自治情報化推進フェア2014」が、今年は、
「ICTで創る、いい未来」
のテーマで、10月７日、８日の２日間、「東京ビッグサイト」で開催されます。初出展から５年目を迎えますが、今
年も年々導入実績を積み上げている主力製品を出展いたします。ご来場の際には気軽にお立ち寄りください。
■開催
■場所
■主催
■後援

平成26年10月７日（火曜日）、８日（水曜日）
【出展システム】
東京国際展示場「東京ビッグサイト」
●住民情報統合システム「INSIDE」
西展示棟 西３、４ホール
（住民情報、税務情報、他）
地方公共団体情報システム機構
●内部情報トータルシステム「Bestside」
総務省、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国
（財務会計、人事給与、庶務管理、文書管理、電子決裁、職
市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議
員ポータル）
会議長会
●医療費給付システム

【出展概要】
職員目線で使いやすさを追求した地域情報プラットフォーム対応Web型住民情報統合システム「INSIDE」と、継
続的な機能強化で全国140団体以上の導入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、
INSIDEのラインナップ製品の中で単独での導入実績が拡大している「医療費給付システム」をご紹介します。
※詳しくはhttps://www.j-lis.go.jp/kouhou/cms_10052/evnt/fair2014/index.html

をご覧ください。
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Windows Server 2003サポート終了
マイクロソフト社のWindowsServer2003関連のOSは、平成27年７月15日に延長サポートが終了することとなって
おります。延長サポート終了後は、マイクロソフト社からのセキュリティ更新プログラムの提供がなくなるため、脆
弱性への対応やウィルス対策が困難となります。
そのような状況でサポート終了後のOSを利用し続けた場合、情報漏洩やシステムダウン等の危険性が高くなり、
事業継続の危機に直結しかねないほどの被害を受ける可能性がでてくることから、延長サポート終了時までにシステ
ム移行が終了していることが望まれます。
最新のサーバOS環境へシステム移行する場合、ご利用システムのバージョンアップやデータ移行期間などを考慮
しなければならないため、まだ、移行計画を未策定のお客様におかれましては、早めに移行計画を策定し、移行作業
に着手なされることをお勧めいたします。
当社では、
「WindowsServer2003サポート終了」への対応として、移行計画の策定から移行完了まで、お客様の様々
な利用状況に合わせた適切な移行サービスを提供することができますことから、何卒、当社担当部門にご相談いただ
きますようお願いいたします。
《代表的な対策内容》

《全体スケジュール案》

季節の野菜で健康に
─チンゲン菜─
「涼しい」から「寒い」へと切り替わるこの季節、夏
に弱った胃腸も回復し、中華風のあんかけ炒めなどの
こってりしたものもおいしく感じられます。
中国野菜の一つであるチンゲン菜は、露地栽培のも
（戸張看護師より）

のの風味が最も良くなるのが10〜11月頃です。あくが
少なくクセのない味なので、和風、洋風、中国風など様々
な料理に使いやすいのが特徴です。

チンゲン菜にはレチノール、β ‐ カロテン、ビタミンCなどのビタミンや、カ
ルシウム、鉄、カリウムなどのミネラルが豊富に含まれています。
レチノールはビタミンAの一種で、目の健康に必要な成分です。視力を維持し
たり、疲れ目の改善に効果があります。また、皮膚と粘膜の細胞を形成し、肌を
健康に保つ働きがあります。
カルシウムは骨や歯の形成に欠かせない大事な栄養素です。カルシウムが不足
すると骨密度が低下し、骨粗鬆症や骨折を起こしやすくなります。特に閉経前後
の女性は骨代謝を促すホルモンの分泌が減少するので、積極的にとりたい栄養素
です。
チンゲン菜は葉先が少し黄色くなってしまっても、そこを取り除けば軸は料理
に使えます。丸ごとゆでる際には根元に十字に切れ目を入れると早く火が通りま
す。和・洋・中さまざまな調理法で旬のチンゲン菜をたくさん食べましょう。
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● チンゲン菜の選び方 ●●●

●●

・全体的にシャキッとしている
・葉がみずみずしい緑色
・株元の切り口と軸が白く、全体的に
みずみずしい
・茎の下のほうがどっしりとしている
のが良品です。
葉の緑が黄色かったり、軸に黒ずみ
や黒い斑点のあるものは鮮度が落ちて
きています。
また葉の緑が濃いものは硬く、生育
しすぎてあくが強くなります。
保存の際には、軽く湿らせたキッチ
ンペーパーに包んでビニール袋に入れ、
冷蔵庫で保存します。
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東北歴史紀行

前九年合戦（十九）

− 厨川の戦い その５ −

前九年の役戦闘経過図

厨川の合戦の大勢は決まった。安倍氏側の要人は次々に倒され、降人（降参者）
となった。
貞任の弟宗任は、いったんは戦いに敗れて紫波の山奥に逃れたが、その身代わり
と称して、源氏方は安倍氏の血筋を討ち果たしているという。
宗任は、いたずらに安倍氏の身内の者が討たれていると聞き、これではならじと、
自ら身を敵中に投じたのである。すすんで捕虜となったわけである。
源氏の大将頼義は、この様子をよく観察したうえ、宗任を受け入れ、これを京都
まで連れて行く。安倍氏の一族の武将を生け捕りとし、その功を都の人々に強調し
て見せたかったのであろう。
「古今著聞集」によれば、康平六年の二月十六日、宗任は捕虜として都に連れて行
かれる。
京の大宮人たちは、都をも騒がした夷賊の頭領の姿を一目見ようと、大勢で朝廷
の広場へ集まっていた。
二月十六日といえば、今の暦で言うならば、三月の末あたりであろうか。朝廷は、
か
梅の花が咲き誇り、香ぐわしい春の風が流れていた。
公家の中の一人が、「陸奥」国では、今、目の前に見られるような美しい花など、
見たこともないであろうと、梅の一枝を手折り、宗任の鼻先に差し出し、「宗任とや
ら、これはいかに」と聞いた。宗任は、身を縛られながら。
我が国の梅の花とは見たれども
大宮人はなんと言うらむ
と、和歌に託して答えた。大宮人は田舎者よ、と馬鹿にしていたが、宗任は教養深く、風流の道にもよく通じてい
たのであった。
梅の花を差し出した大宮人は、大いに恥じて、それこそ、コソコソと隠れ去ったという。
◇
この歌問答の一節を書いていて、次の事を思い浮かべた。貞任や宗任の時代から五百年後のことである。
―豊臣秀吉が、国内の征伐を終え、“天下統一”がほぼ完成された頃の話である。
豊臣家は、ついに朝鮮出兵を思い立ち、肥前の名護屋に本陣を置いた。当然のこと、出兵を命ぜられた大名は、次々
に名護屋に参陣をする。
朝鮮出兵は前後二回にわたって行われた。
前者は「文禄の役」、後者は「慶長の役」と呼ばれた。東国や奥羽の大名は、肥前に赴く途次、それぞれが朝廷に
参内、表敬の儀を行った後、目的地へ向かうのである。
奥州の雄とうたわれた伊達政宗も、目的地へ向かう過程において、当然のごとく京へ立ち寄った。礼を尽くすため
に、予め期日を設定したうえで参内したものであろう。
中年の公家が政宗の案内をした。奥州六十二万石の大名というので、さぞ貫禄のそなわった大々名であろうと考え
ていた案内役の公家は、政宗の以外に若いのに驚いたらしい。心も意外に軽い気持ちになったのであろう。
正装した公家が杓を手に、ゆっくりと歩む。青年武将たる政宗は、一歩退いて鎧姿もりりしく進む。二人の歩む道
は、宮中の参道であり、その道の両側は、桜並木である。
時もよし、桜は文字通りの満開の季節であった。
中年の公家は、歩みながら若い政宗を少々からかってやろうと思ったのか、歩みを急に止めて、天上を仰ぎつつ、
満開の桜を指しながら、
「政宗公、この心や如何に？」
と問いかけたのである。ほんの少しの間、黙考。そして答えた。
大宮人、梅にも
懲りず桜かな
かつて大宮人は、奥州の安倍宗任に「梅」のことを聞いて、大恥をかいた。その故事にも懲りずに、五百年後の今
日、今度は「桜」にかかわることを聞いて、またもや恥をさらけ出している。大宮人こそ、風雅で風流の渦中にある
べき人であるべき筈なのに…。
これが政宗の心情であったものと思われる。
さて、この大宮人、顔面蒼白となって、そそくさと急ぎ足で政宗を案内して、自分の任を果たしたという。
この一件は、たちまち朝廷や大名達の間にも広まって、時の話題になったというが、秀吉、家康、利家（前田）ら
もこれを知った。
この三者、異口同音に、
「政宗は鄙には稀な風流人。彼はいったい、どこで誰に、そのような教養を得たのか」
と、しきりに感心したとのこと。英雄は剛直のみであってはならず、兼ねて優雅で風流たることが肝心、と語り合っ
たともいう。
―今回は宗任の「大宮人」から、五百年後の政宗の「大宮人」に飛んでしまい、貞任の真性を語る挿話は、次回とせ
ざるを得なくなったことをお詫びする。
（岩手県文化財愛護協会 顧問 金野 靜一氏）
ここんちょもんじゅう

「陸奥話記」 板橋源氏の講義より
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■盛岡さんさ踊り

トピックス
■春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。
◇情報セキュリティ
スペシャリスト ３名
○応用情報技術者

３名

８月１日アイシーエスは今年も盛岡
さんさ踊りパレードと輪踊りに参加し
ました。
猛暑の中、この日のために練習を重
ねて、アイシーエスの太鼓、笛、踊りと、
観客の皆さんとが一体になって、熱い
イベントを盛り上げることができました。
声援を送ってくださった皆様、あり
がとうございました。

平成26年９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

22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 28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 37名
◇応用情報技術者

163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。

編集後記

今年の夏は、広島県などで台風や大雨の
被害が相次ぎました。被災された方々にお

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

見舞いを申し上げ、亡くなられた方のご冥
福を祈ります。
年々、大型化する台風や、記録的な大雨
による被害が増えていますが、日本中どこ
で被害が起きるかわからない状況です。自
分の身は自分で守る意識が大切です。普段
からいざという時の備えを心掛けたいもの
です。
アイシーエス「Network」、次号は年明け
１月発行予定です。
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