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　新年あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、最長９日間の休日の中で穏やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　さて、わが国の経済状況は昨年10月末の日銀の追加金融緩和の影響で株価の上昇と為替相場において大幅な円安が

進みましたが、昨年の消費税の増税以降の景気の回復が予想以上に遅れていると考えます。一部大手輸出産業では円安

に伴う経常利益の増加予測が出されていますが、中小企業全般では業績は低迷したまま経過していると考えられ、情報

サービス産業を取りまく環境も他の国内産業と同様に厳しい状況が続いていると思います。

　他の業界と同様に人手不足は深刻で有りながら、請負い金額の上昇には大きな変化は無く、生産性の向上に結びつ

かず業績の回復が遅れていると考えます。又、近年多数の企業が発注したオフショア開発も円安の進行に伴い単価の

上昇が著しく安易な利用は難しい状況となり、コスト削減の手法を見直す必要に迫られている状況に有ります。

　しかし、社会保障・税番号制度の導入や地方公共団体におけるクラウド利用の促進等我々が取り組み成果を生み出

すべき課題は存在します。これらの課題への正確な対応を実施することにより情報サービス産業の存在価値を示せる

ものと考えます。

　FISAは今年設立20周年を迎えます。昨年から各委員会には社会貢献・FISAの認知度のアップをキーワードとして

記念事業の企画をお願い致しておりましたが今年は実行に移す時です。会員の皆様は日々ご多忙のことと思いますが、

20周年記念事業の成功のために皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。

　最後になりましたが皆様のご健勝と益々のご活躍を祈念申し上げます。
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九州経済産業局長
岸　本　吉　生

福　岡　県　知　事
小　川　　　洋

　平成27年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　新しい内閣の下で経済対策と平成27年度予算の編成作業が
進んでいます。次の４点を大切にして、九州・沖縄地方成長
産業戦略、地方創生、小規模企業振興、エネルギー政策に取
り組んでまいります。
　第１は、アジアとの交流です。
　昨年11月に長崎のハウステンボスで開催された第13回環黄
海経済・技術交流会議では、環境と観光について話し合い、
今後とも交流を拡大することで意見が一致しました。
　九州には、環境エネルギー分野の高い技術、農水産物が豊
富にあり、観光のためのすぐれた地域資源があります。アジ
ア太平洋地域との間で、こうした分野を中心に産業と人の交
流を発展させたいと思います。
　とくに、中小企業の海外展開支援、外国から九州への企業
進出、次の世代の育成と活躍の場の拡大に努めます。
　第２は、地方創生です。
　昨年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立しまし
た。今年は、国が長期ビジョンと総合戦略を定め、地方にお
いても地域自らが多様な地域特性を踏まえ、地方版総合戦略
を策定することになります。本年は環境、農林水産業、観
光、健康の４つの分野、22のプロジェクトを内容とする九
州・沖縄地方成長産業戦略を本格的に実行する年です。
　九州経済産業局では、県・政令市を担当する地域連携対策
官10人を指名しました。今後、７つの県、233の市町村と、
「しごとづくり」を中心に、地域の個性豊かな取組を積極的
に支援してまいります。
　とくに、福岡市の国家戦略特区は、九州全体の発展に大き
な恵みをもたらすものであり、その成功にできるかぎり取り
組みます。
　第３は、小規模企業の振興です。
　七県の市町村の元気を生み出すのは小規模事業者の方々で
す。地域の将来は、中小企業・小規模事業者や次の世代、女
性、高齢者の活躍にかかっています。
　女性・若者等による創業、新分野に挑戦する第二創業を支
援してまいります。また、経営者の高齢化が進み、親族以外
への事業承継がますます重要になっており、事業引継ぎを円
滑に進める各県の取組を支援します。
　第４は、地域や企業の情報発信力です。
　地方には、魅力や価値のある地域、企業がたくさんありま
すが、これまで、それを知ってもらうことには幾多の困難が
ありました。また、その魅力を感じる方々との出会いは容易
ではありませんでした。外から人を呼び込み、国の内外に販
路を拡大し、売上げを増やすためには、地域や企業の思い、
魅力を動画にして伝わるようにすることが重要です。
　次の世代は、こうしたことを進んで、楽しんで行える世代
ではないかと思います。地域の魅力や中小企業、小規模企業
の強みを発信する人材育成と伝わるようにする取組を支援し
てまいります。
　2020年の東京オリンピック、東京パラリンピックまであと
５年です。「九州を元気に、日本を元気に」を合言葉に、本
年も皆様とともに、一日一日を大切に、職員一同取り組んで
まいります。
　本年が皆様にとりまして輝かしい、実り多い年となります
ことを心からお祈りいたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、大河ドラマ「軍師官兵衛」や連続テレビ小
説「花子とアン」の放映やミシュランガイド福岡・佐
賀2014特別版の発刊により、福岡県が国内外から大い
に注目されました。また、福岡ソフトバンクホークス
が３年ぶりに日本一に輝くといううれしい出来事もあ
りました。
　一方、国、地方ともに、少子高齢化、人口減少問題
が改めてクローズアップされました。県では、昨年11
月に「福岡県人口減少対策本部」を設置し、少子化と
社会増減の両面からの総合的な対策を全庁を挙げて推
進しています。
　少子化については、人それぞれのライフステージに
合わせて、きめ細かな施策を講じ、総合的に展開して
おり、子育て支援の輪は着実に広がっています。
　社会増減の観点から、特に、若者の定住を維持拡大
していくためには、各々の地域に「魅力ある雇用の
場」をつくっていくことが大事です。このため、景
気・経済政策と産業政策に積極的に取り組みます。
　福岡県と両政令市が共同申請し、国から指定された
「グリーンアジア国際戦略総合特区」は、２年連続、
国から最も高い「Ａ」の評価を受け、これまで新たな
設備投資額が1000億円を超え、670人の新規雇用が生ま
れています。引き続き、産学官が一体となって一つで
も多くの事業を具体化し、その効果を県の内外に広げ
てまいります。
　安全、安心、災害に強い福岡県。
　事前防災・減災対策や自主防災組織の育成を進め、
地域防災力を強化します。
　治安については、引き続き、暴力団の排除や飲酒運
転の撲滅に全力で取り組むとともに、大きな社会問題
となっている危険ドラッグ対策や性犯罪被害者の支援
などにも力を尽くします。
　今後も、県民幸福度日本一の福岡県を目指して、県
民生活の安定・安心・安全を向上させるため、全力で
取り組んでまいります。
　昨今は、スマートホンやタブレット端末など携帯型
情報端末が急速に普及し、時間や場所の制約なく行政
機関や民間事業者が発信する情報を受けられるように
なっています。情報を利活用したさらなる豊かな暮ら
しの実現に向けて、情報サービス関連の技術開発の促
進、情報サービスの安全性・信頼性の確保のため、精
力的に活動しておられる貴協会に大いに期待しており
ます。
　今年は未年です。羊は和を尊ぶ動物といわれていま
す。地域全体が大きな和となり、前進し、発信し続け
る福岡県にしたいと思います。
　皆さまにとりまして、素晴らしい一年となりますよ
う、心からお祈りいたします。
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ふくおかクラウドアライアンス 「2周年記念イベント」開催

産学連携推進事業 「ＩＴ業界特別講義」開催
　本年度も、情産協の目的の一つ『IT 化に関する普及啓発』の一環として、第５回目となった IT 業界特別講義を滞り
なく開催できました。福岡工業大学、九州産業大学、麻生情報ビジネス専門学校で各２社、計６社の方々に講演頂き
ました。

■福岡工業大学：10月１日（水）（10：00～12：00）･･･97名参加
　　○「大規模病院における電子カルテシステム導入プロジェクトについて」
　　　　株式会社麻生情報システム 医療システム事業本部 部長　長谷川　賞吾 様
　　○「地方都市における IT 業界の実態」
　　　　日本システムスタディ株式会社 代表取締役社長　青谷　哲也 様
■九州産業大学：10月６日（月）（14：40～16：10）･･･105名参加
　　○「IT 業界の発展経緯と我が社の取り組み」
　　　　エコー電子工業株式会社 本部企画管理課 課長　大田　順一 様
　　○「IT 技術者として生きる。これまでとこれから」
　　　　株式会社ヒューマンテクノシステム ソフト･サービス事業部長　堀田　正利 様
■麻生情報ビジネス専門学校：10月31日（金）（13：50～15：30）･･･104名参加
　　○「企業内におけるジェネレーションギャップと IT 利活用について」
　　　　株式会社インフォメックス 営業部 係長　福岡 広大様
　　○「地方自治体における ICT の取り組みについて」
　　　　Gcom ホールディングス株式会社 代表取締役社長　平石　大助 様

　パネルディスカッションでは３校とも例年どおり先輩社員と若手社員の方に今後の IT 業界動向、入社前・後の相
違、企業面接への臨み方など議論頂き学生の皆さんに参考となるものとなりました。特に、昨年から福岡工業大学で
のパネルディスカッションが盛り上がっており、本年も学生の皆さんから多くの質問があり各企業のベテラン、若手
とも丁寧に応じられました。
　本年も講義、パネルディスカッション終了後アンケートを行い、学生、先生とも大変興味深かった、IT 業界の現場
を知ることができてよかった、就職への意識向上に役立ったなどの意見が多くありました。
　今後は、学生の皆さん及び先生方に、更に福岡県内 IT 企業の周知促進と IT 業界への理解を深めて頂くよう、イン
ターンシップ受入れ、学内での情産協としての企業説明会など検討が必要と考えます。
　この場をお借りして、講演頂いた各企業様、産学連携推進チーム各メンバー、各委員会、事務局の皆様にお礼申し
上げます。
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　８月27日（水）に福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センターで、「ふくおかクラウドアライアンス連絡会議」と「２
周年記念セミナー」を開催しました（ビジネス開発委員会主管）。2012年の８月の発足以来、３回目の開催になります。

　今回から福岡県商工会連合会様がアライアンスメンバーとして参加され、以下
の県内主要中小企業団体様との連携が可能となりました。
　　　・福岡商工会議所 様
　　　・公益財団法人 福岡中小企業振興センター 様
　　　・一般社団法人 福岡中小企業経営者協会 様
　　　・福岡県商工会連合会 様（今回からご参加）
　連絡会議には、福岡商工会議所の中村専務理事をはじめ、各商工団体様、官公
庁様のご出席をいただき、FISA 側から「本事業の取り組みの成果」及び「今後の活
動予定」について報告を行いました。今年度以降もアライアンス事業に取り組ん
でいくことをお伝えし、更なるご協力をお願いしました。

　会議終了後の「２周年記念セミナー」では、以下の３つの事例紹介を行い
ました。
　　■「事例に見るイノベーション経営」
　　　　　特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会会長の播磨崇 様
　　■「事例に見るクラウドファースト時代の IT 活用術」
　　　　　㈱日経 BP イノベーション ICT 研究所上席研究員の星野友彦 様
　　■ クラウド活用事例の紹介
　　　　　㈱トワード　情報戦略本部　小岱本部長 様
　　　　　正晃㈱　営業推進部　永戸 様
　　　　　㈱パイオニア・ソフト　ソリューション営業部　山崎部長 様
　事例セミナーには80名のご参加があり、ここ数年の間に数千億円単位で
拡大するクラウドビジネスへの関心の高さが伺えました。
　セミナー終了後は、45名の皆様に参加をいただき交流会を開催しました。

随所で名刺交換、情報交換が行われ、盛り上がった交流会となりました。今回の会議・セミナー・交流会の開催にあたっ
て、ご協力ご尽力いただいた皆様方に、改めて御礼申し上げます。

ふくおか経済10月号掲載



FISA イベント報告
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「理事会・委員会合同会議」の開催

　11月19日（水）、八仙閣本店で、理事 ･ 監事及び各委員会の正副委
員長が出席して「理事会・委員会合同会議」が開催されました。会議は、
協会活動の活性化に向けて理事会と委員会とのコミュニケーションを
深めることを目的に開催されているものです。
　会議では、各委員会から活動状況について報告をしていただき、役
員と意見交換を行いました。企画調査委員会からは、総会での講演会、
福岡県 FIZ OPEN 事業への参加や合同施策検討会など、教育委員会
からは、タイアップ研修や CG コンテスト、大学等での IT 業界特別
講義や「ｉコンピテンシ・ディクッショナリ」ワークショップなど、
広報委員会からは、FISA ニュース発行、FISA ホームページのメンテ
ナンスやリニューアルに向けた取り組みなど、厚生委員会からは、団
体保険加入促進活動や健康ハイキング、メンタルヘルス対策事業や検討中の20周年記念事業など、ビジネス開発委員
会からは、ふくおかクラウドアライアンス２周年記念事業や地元経済団体との共同セミナー開催など、20周年記念事
業委員会からは記念事業の検討状況について、それぞれ報告がありました。
　会議終了後には合同懇親会を開催し、さらに意見交換・情報交換を行い、親睦を深めました。

　9月12日（金）～13日（土）に国立夜須高原青少年自然の家にて夏季合同施策検討会を実施しました。
　当日は、企画調査委員会メンバーのほか、他常任委員会の正・副委員長等16名にご参加いただき、「会員企業のた
めに FISA ができること」をテーマに、技術者不足・地元 IT 企業へ
の就職支援等の課題について意見交換を行い、班毎に意見発表を行う
スタイルで進めました。
　発表された意見の中で有用と思われる事項、更なる議論が必要と思
われる内容については、４委員会で議論を継続し、実現に向けて進め
ていくことで、検討会の効果を実感いただけるものにしていきたいと
考えています。
　検討会終了後には懇親会が開催され、様々な情報交換、意見交換で
大いに盛り上がりました。また、翌日には有志によるゴルフコンペも
開催し、交流を深める有意義な検討会となりました。

「夏季合同施策検討会」の開催 （ 企画調査委員会 ）

　教育委員会では、人材育成事業の一環として、今年度も IPA（独立行政法人情報処理
推進機構）様、九州経済産業局および特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会様の
後援をいただき、９月～１月にかけて、「第３回ｉコンピテンシ ･ ディクショナリ ワーク
ショップ」を開催しています。
　これまでの「CCSF（第一版・追補版）」で示してきたタスクモデル・スキルモデル・人
材モデル等のコンテンツを、「業務（タスク）」と「業務遂行に求められる個人の能力や素
養（スキル）」、「役割」、「職種」に区分・整理しなおし、「タスクディクショナリ」・「スキ

ルディクショナリ」（体系化された辞書）としてま
とめた「ｉコンピテンシ・ディクショナリ」を2014年７月31日に公開しました。
具体的なワークショップは、経営戦略等をもとに、「タスクディクショナリ」「ス
キルディクショナリ」を参照しながら、タスク・役割・評価項目を定義し、その
定義に沿って現状を分析（テストアセスメント）し、結果をフィードバックして自
社の人材育成基盤を完成させるという流れを全７回で実施し、その後参加した企
業は全社ベースで実践活用して、ブラッシュアップをしていきます。
　このワークショップの成果を事例として、9月10日に東京で開催された IPA 主
催のセミナーで紹介しました。今年は、同様のワークショプを長崎、熊本でもご
紹介いただきます。（FISA 会員企業は、３年間で12社導入しています）人材確保
と社内の人材育成・強化のために「ｉコンピテンシ・ディクショナリ」を導入し、
運用する企業が増えております。

　FISA でも引き続きこれらの取り組みを通じて、福岡県内の IT 関連中小企業の発展と人材育成に寄与していくことと
しております。

「i コンピテンシ ･ ディクショナリ ワークショップ」の開催 （ 教育委員会 ）



新 規 会 員 紹 介

中央情報開発 株式会社
Central Information Development CO.,LTD.

人にやさしいＩＴコミュニケーション

〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街8番27号
第16岡部ビル8F
TEL:092-292-7151 FAX:092-433-3221
URL:http://www.cidnet.co.jp

　当社は、昭和61年に創業し、ニッチな業界に特化した自社パッケージソフトの企画・開発・販売・保守サービ
スを行なっています。
　主な商品は、農業分野では「恵：苗生産管理システム」を全国の民間の苗育苗業者80ケ所に販売し、針灸・あんま・
マッサージ治療院様向けは、「和：訪問リハビリマッサージ総合システム」を全国480ケ所に販売しています。
　お客様からは、大変使い勝手の良い商品だと高い評価を得ています。
　今後も、社会貢献できる創造的な商品を提供していきます。

「リスクアセスメントとセキュリティ設計提案」講座の開催

　一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）から今年度も「地域活性化事業助成金」の交付を頂
き、「地域連携推進事業」を実施しています。FISA としては、ビジネス開発委員会で活動してい
ます「ふくおかクラウドアライアンス」と連携しながら、会員企業のビジネスチャンスと人材育
成を行ないます。今年度は、クラウドサービスを活用して、地元の IT ユーザー企業に寄り添い、
導入実績を作っていきます。その一環として、ユーザー企業に対して、「安心・安全」を提供す
べく、人材育成のための研修を実施しました。 
　今回は、㈱ディアイティ セキュリティサービス事業部副部長の河野省二様を講師として、「ク
ラウドサービスを利用したシステム開発におけるリスクアセスメントとセキュリティ設計提案

講座」を11月７日（金）、福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センターで実施し
ました。内容は、クラウドを利用したシステム開発においては、従来のシステ
ムのように個別のシステムだけではなく、アカウント管理や決済管理などのコ
ンポーネント化（サービス化、API 化など）を行う必要があり、その中で十分な
セキュリティの検討ができるように、ワークフローやデータフローに応じたセ
キュリティ確保のための考え方を学びました。また、クラウド上で安心してシ
ステムやサービスを運用するための実践について、事例をもとに解説していた
だきました。
　受講者からは、より実践的でわかりやすく、お客様に自信を持って営業活動
ができるという評価をいただきました。

（教育委員会）

　第24回 FISA 委員会対抗ゴルフコンペを11月６日（木）、ミッションバレーゴルフ倶楽部で開
催しました。当日は、爽やかな秋晴れの中、難解なコースに苦しみながらも、気持ちの良いラ
ウンドとなりました。参加者は、企画調査チーム６名、教育チーム４名、厚生チーム３名、広
報チーム７名の総勢20名でした。
　今回は、広報チームが５連覇をかけて７名の勇士を送り込んできましたが、団体優勝を飾っ
たのは、４名の少数精鋭チームで対抗戦に臨んだ教育チーム !! 優勝した教育委員会の皆さま、
おめでとうございました。また、ご参加の皆さまにおかれては大変お疲れ様でした。次回もぜ
ひ奮ってのご参加をお願いいたします。

　※次回の担当は、教育委員会です。よろしくお願い致します。

第24回ＦＩＳＡ委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：企画調査委員会）

【成績】
（団 体 ）優 　 勝：教育委員会

準 優 勝：広報委員会 （敬称略）

（個 人 ）１ 　 位：護摩所　輝　士 （日本コンピュータ･ダイナミクス㈱：教育）

２ 　 位：青　谷　哲　也 （日本システムスタディ㈱：教育）

３ 　 位：南　　　　　嵩 （㈱麻生情報システム：広報）

ベスグロ：青　谷　哲　也 （日本システムスタディ㈱：教育）
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株式会社システムフォレスト
〈福岡オフィス〉 福岡市博多区博多駅東
１丁目13−9 博多駅東113ビル2F
Tel:092-433-0201  Fax:092-433-0203
URL:http://www.systemforest.com/

クラウドインテグレーターとしてお客様に合わせたクラウドリューションをご提案！
　 Salesforce、Microsoft、Google の認定パートナーとして、お客様にとって最適なクラウドサービスをご提案いたします。

また、クラウドサービスを自社で活用したものだけを厳選しご紹介します。

世界最先端の情報を地方に！
　全国 IT ベンダーとの豊富なネットワークをもとに、セミナーやイベントを通じて世界最先端の技術と情報をお届けします。

地域密着、顧客密着！
　効率化を求めるインターネットの時代にもかかわらず、地域に密着し、お客様との対面や人間関係を大事にしています。

１

２

３

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1−14−34 博多ＩＣビル３階
TEL （092）415−4370  FAX（092）415−4375
 URL :http://www.s-i-p.jp/

　当社は創業以来、付加価値の高い「価値ある企業」としてお客様のビジ
ネスをサポートしております。
　近年の様々な技術の進歩に伴い、お客様からの IT サービスへのご要望
はより多様化・複雑化してきています。それらお客様のあらゆるニーズ
にお応えし、スピーディーで付加価値の高いサービスをご提案できる良
きビジネスパートナーとなれるよう、社員一同で日々努力しております。

株式会社システム情報パートナー　福岡支店

〒812-0023
福岡市博多区奈良屋町2-1 博多蔵本太田ビル5F
TEL（092）263-8608  FAX（092）263-8607
http://www.noah-medical.jp

当社は、調剤薬局業界に特化した情報処理サービス会社として、ソフトウェアの開発から販売・サポー

ト機器の保守メンテナンスまで一貫して行うことを目的に1997年11月に設立いたしました。

調剤薬局の良きパートナー企業として皆様のご期待に添うべく、全社員一丸となって行動してまいり

ます。今後とも宜しくお願い申し上げます。 ノアメディカルのキャラクター『ノアくん』

弊社は九州全域と沖縄での販売とメンテナンスのネットワークを築いております。
今後もユニークに富んだ商品ラインナップでお客様のニーズに合わせた製品やサービスのご提案・ご提供を始め、
顧客満足度向上に向けた取り組みを積極的に展開いたします。
取り扱い機器
　　プリンター関連各種、オフィス省力化機器、コンピューター事後処理機、
　　印材市場向けのグラフィックアーツ商品

デュプロ株式会社
所在地 :福岡市博多区博多駅前1丁目5-28
TEL: 092-474-1111  FAX: 092-472-1516
URL:http://www.duplo-f.co.jp/
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FISA イベント報告

　初春のお慶びを申し上げます。会員皆様の一層のご繁栄を祈念致します。昨年は、福岡ソフトバンク
ホークスが、パ・リーグ制覇、クライマックスシリーズ勝利を全て最終試合で決着した粘りの強さ、更
に３年ぶりの【日本一】で活力をもらった方も多かったのではないでしょうか。緩やかな景気回復とされ
ておりましたが、今年は更なる景気の上昇を期待いたします。FISA ニュース及び FISA からの発信情報
が少しでも会員の皆様の事業発展のお役に立てればと願っております。最後になりましたが当ニュース
発行に際しまして、ご多忙中にも係わらずご協力頂きました関係者の方々並びに、原稿執筆頂きました
皆様方に、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。 （Ｓ．Ｙ）

会員加入状況 FISA会員200社を目標に、会員増強運動中！！
お知り合いの同業者の加入を呼びかけてください。ご紹介いただければ事務局がフォローします。

平成26年７月31日 平成26年８月１日～平成26年12月31日 平成27年１月１日
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

正　会　員 151 1 1 0 0 151
賛助会員 30 1 0 0 0 31
合　　計 181 2 1 0 0 182

編 集 後 記

新しくなりました！！

【入　会】
　H26.10.1　（正会員）ノアメディカルシステム株式会社
　H26.10.1　（賛　助）デュプロ株式会社

【退　会】
　H26.10.14　（正会員）ASD株式会社　福岡支店

編集・発行／	一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会　広報委員会
	 Ｕ　Ｒ　Ｌ：ｈｔｔｐ：//www.ｆｉｓａ.ｊｐ/
	 ｅ－ｍａｉｌ：ｆｉｓａ－ｉｎｆｏ＠ｆｉｓａ.ｊｐ
事　務　局／〒８１４－０００１　福岡市早良区百道浜２丁目１番２２号　福岡ＳＲＰセンタービル３階
	 	Ｔｅｌ.０９２（８３２）１３４４　Ｆａｘ.０９２（８４５）１００３
発　行　日／２０１５年１月１日
印　　　刷／社会福祉法人　福岡コロニー

「健康ハイク」の開催（共催 : 福岡県情報サービス産業健康保険組合）

　2014年度の健康ハイクは、昨年度の「海の中道海浜公園」から宗像
市にある総合多目的スポーツ施設「グローバルアリーナ」に場所を変
えての実施となりました。当日はスポーツ日和の見事な秋晴れで、近
年の健康ハイクは必ずしも天候に恵まれたとは言い難かったこともあ
り、主催者としてはそれだけでも有り難いものでした。
　ウォーキングは、施設内の外周を大人は約2.5km、子供は約1.0km
のコースを思い思いのペースで行われました。多少のアップダウンの
あるコースは歩き甲斐があり、当日は熱気球の無料試乗会も行われ

ていたため、熱気球を間近で見ることもできました。自然の
快い空気を体に取り入れることができ、心身ともにリフレッ
シュすることができました。
　昼食を挟んで行われたオリエンテーションでは「ピン・ア
タック」「風船運び競争」「綱引き」で大いに盛り上がりました。
　綱引きは大人のみ参加で行われましたが、福間海岸で健康

ハイクを行っていたときもそうでしたが、かなり白熱したものとなりました。
　お土産として、これまた恒例ですが、大きなアジの干物をお持ち帰りいただいて、食卓を預かる方々からは大いに
喜ばれました。
　来年度は20周年記念事業と連携して、

「コミュニケーション」「リフレッシュ」
をキーワードにして大きなイベントを
開催することを計画しています。
　多くの皆さんの参加をお待ちしてお
ります。

（厚生委員会）
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