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東芝ＩＴユーザ会／東芝デジタルソリューションズ 

成果発表 
「協働、はじめませんか？ 
            ～AIとの関わりを考える～」 

    2017年度システム研究会 中部地区分科会の皆様  

懇親会 
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講演Ⅱ 

「3度のクビから現役27年」 

  
元)プロ野球選手 山﨑 武司 氏 

講演Ⅰ 

「『何んでも貸します』ビジネス創出のカギはこれだ！ 」 

    

 近藤産興株式会社 代表取締役 社長  近藤 成章 氏 

開催日 

会 場 

13：30 
▼ 

13：50 

プログラム 第１日（受付開始 １３：００） 

13：50 
▼ 

14：50 

15：00 
▼ 

15：40 

15：5０ 
▼ 

17：20 

17：40 
▼ 

19：00 

会 場 プログラム 第２日 視察ツアー／親睦ゴルフ 

・視察ツアー：犬山城・博物館明治村 

・親睦ゴルフ：中京ゴルフ倶楽部 

名古屋観光ホテル 

１１月２１日(水)・２２日(木) 

東芝ＩＴユーザ会 

名古屋シンポジウム 2018 
繋ごう平成から未来へ ～歴史と伝統の名古屋へようこそ～ 



   ■１１月２１日(水) シンポジウム／講 演 

【 成果発表 15：00  － 15：40 】 

「協働、はじめませんか？  ～AIとの関わりを考える～」 

2017年度システム研究会 中部地区分科会の皆様  

  

 
「協働始めませんか？」昨今、AIについて聞かない日はありません。その中でも特に 
私たちの仕事をAIが奪ってしまうというような不安を駆り立てる話題もあります。 
しかし、そういったネガティブなことだけでなく、ともに働き、協働関係、共存関係を築いて 
いくことで、よりよい価値を生み出したという事実もあります。 
本分科会は、この関係を築いていくためにAIを理解する必要があると考え、そのきっかけとして 
自分たちの仕事にAIがどう関わってくるのか見える化しました。今回はその成果を報告します。 

【 講演Ⅱ 15：50  － 17：20 】 

「3度のクビから現役27年」  

元)プロ野球選手  山﨑 武司 氏 

■プロフィール 1968年 11月7日生まれ。愛知県知多市出身 
        1984年 愛知工業大学名電高等学校に入学 
        1987年 ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団 
        2003年 オリックス・ブルーウェーブに移籍 
        2005年 50年ぶりにプロ野球界に新規参入した東北楽天の 
             創設メンバーとして加入 
        2011年 東北楽天から戦力外通告を受けるも、 
             中日ドラゴンズへ移籍 
        2013年 引退を発表、10月5日の引退試合でヒットを放つ 
 

■通算成績   プロ27年間で2248試合に出場、 
        403本塁打・1833安打・1205打点。 
        本塁打王2回（1996年＜中日＞、2007年＜東北楽天＞） 
        ※セ･パ両リーグでの獲得は史上3人目 
        打点王1回（2007年）、ベストナイン3回（1996年外野手、2007年・2009年指名打者） 
        オールスターゲームMVP2回（6回出場） 
 

■講演概要 中日→オリックス→楽天→中日と渡り歩いてきた中で得た教訓、 様々な監督を見て得た 

        “リーダー論”などをお伝えします。なかでも野村克也監督との出会いが 

        「19年間何も考えずに野球してきた」自身の考えを大きく変えるきっかけとなり、 

        2007年には史上最長の間隔となる11年ぶりのホームラン王を獲得できた秘話もお話しします。  

やまさき    たけし       

【 講演Ⅰ 13：50  － 14：50 】 

 「『何んでも貸します』 

  ビジネス創出のカギはこれだ！」 

■プロフィール 1933年   11月7日 名古屋生まれ 現在85歳 (講演時点) 

 1947年11月 終戦後すぐ（旧制中学校在学中）に起業 

               個人営業 近藤塗装店 

 1964年9月 近藤塗装株式会社に改組 

 1967年5月 近藤産興株式会社に社名変更 

 2004年11月 産業廃棄物業界で初めて、秋の叙勲 旭日双光章を受章 
 
■講演概要   名古屋市南区に、ジェット機から茶碗まで「何んでも貸します」という 

総合レンタル業者がある。名前は近藤産興(株)。 
東海地方では“貸します娘”のテレビコマーシャルなどで親しまれている。 
もともとは、案外地味な塗装業から始まっている。近藤産興の歩みは一体 
どのようなものだったのか。また、その強さとは？創業社長自らお話しします。 

  近藤産興株式会社  

  代表取締役 社長 近藤 成章 氏 
こんどう せいしょう        



参 加 費 １０，０００円／１名様（昼食付） 

 
スケジュール 8：15 バス出発（名古屋観光ホテル前） 
 9：30 国宝；犬山城・城下町（見学・散策） 

 11：30 犬山市内（昼食） 

               フレンチ創作料理『なり多』 

 13：30 博物館明治村 

              （ボランティアガイドと園内見学） 

 17：00 ＪＲ名古屋駅 

 18：00 中部国際空港 

 

【国宝犬山城】 
 国宝犬山城は、室町時代の天文6年（1537年）に建てられ、天守は現存する日本最古の様式です。 
 木曽川のほとりの小高い山の上に建てられた天守最上階からの眺めはまさに絶景。 
 信長・秀吉・家康が奪い合い、歴史の荒波を生き残った、国宝犬山城をご覧ください。 
 
【犬山城下町】 
 犬山城下町は城郭構造を残し江戸から昭和までの歴史的な風情ある建造物が立ち並びます。 
 近年は古い町屋を改造したカフェや食べ歩きグルメも人気です。  
  
【博物館明治村】 
 明治期の建物を中心に「日本最古級の蒸気機関車」「京都市電」の体験乗車をはじめ、 
 ハイカラ衣装体験、グルメなど「明治」を見て、触れて、味わう、他に類を見ない体験型の 
 野外博物館です。明治の雰囲気をまるごと体感してください。 

   ■１１月２２日(木) シンポジウム／視察ツアー・親睦ゴルフ 

視察ツアー ：犬山城・博物館明治村 

※交通状況等により予定時刻に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。  

参 加 費 23,000円／１名様（ 朝食/昼食/パーティー付 ） 

 

住 所 〒470-0311  愛知県豊田市芳友町深田510   電話：0565 (41) 2100 

 

スケジュール  6：15 バス出発（名古屋観光ホテル前） 

 7：15 ゴルフ場到着 

 8：16 Out/In スタート 

 16：00 バス出発（ゴルフ場） 

 17：00 ＪＲ名古屋駅 

 18：00 中部空港 

 

※詳しいスケジュールと組合せは、１１月２１日(水)の受付でお渡しいたします。 

※キャディーバッグを送付される場合は、プレー日(１１月２２日)と「東芝ＩＴユーザ会」を明記ください。 

親睦ゴルフ ：中京ゴルフ倶楽部 石野コース 

「中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン」の舞台となる 
名門コースです。今年は5月18日、19日、20日と熱戦が繰り広げられ、 
韓国のペ ヒギョン選手が13アンダーで見事優勝を飾りました。 
四季折々の変化に富んだ自然を生かし、それぞれに 
異なったスケールと趣のある18ホールで、ゴルフの 
醍醐味・愉しさを味わってください。 

※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。 

文化財 旧奥村邸内
で、目にも鮮やか
なフレンチ創作料
理を♪ 



   ■申込方法 

●TUGwebからのお申込み ⇒ http://www.tug.gr.jp/ 

●FAXからのお申込み ⇒ 同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、事務局までご送付ください。 

 参 加 費  ・講演/懇親会 (１日目) 無料 
 ・視察ツアー (２日目) 10,000円 (1名様／昼食付) 

 ・親睦ゴルフ (２日目) 23,000円 (１名様／朝食/昼食/パーティー付） 

   ※参加費は、第１日(11/21)のシンポジウム受付で承ります。 

 

 ご 宿 泊  １１月２１日(水)のご宿泊について、名古屋観光ホテルを先着順にて斡旋いたします。 

 ・名古屋観光ホテル 15,120円 (１名様／１泊税サ込み、朝食付)  

                 14,120円 (１名様／１泊税サ込み、朝食なし)  

                              ※11月1日以降の取消は、キャンセル料が発生いたします。 

                        ※当日、直接ホテルへお支払いください。 

 

 参加対象  ＴＵＧ会員の企業／団体にお勤めの方ならどなたでもご参加いただけます。  

 

 締め切り  １１月 ９日（金） ※お早めにお申込みください。 
  ※「視察ツアー」、「親睦ゴルフ」にお申込みいただいた皆様には、 
    受付後、事務局より確認の連絡をいたします。 

   ■シンポジウム会場 

実行委員会 

実行委員長 山田 健史 

実行委員 芝川 征夫 

 横田 幸吉 

 平山 宏 

 八木 祥高 

お問い合わせ先 

●東芝ＩＴユーザ会事務局 
   （東芝デジタルソリューションズ(株) 営業支援統括部 カスタマーマーケティング担当 内） 
 名古屋シンポジウム担当 涌井、金村、菱田 

 〒212-8585 
 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ ラゾーナ川崎東芝ビル 6A 
 TEL．044(331)1015  FAX．044(548)9522 
 E-mail：INS-tug@ml.toshiba.co.jp          

名古屋観光ホテル 

■ 会場へのアクセス ■ 

●講 演： 那古西（3階） 

●懇親会： 那古東（3階） 

※JR名古屋駅からタクシーで約5分 

※ 本案内状に記載の内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 



東芝ＩＴユーザ会

名古屋シンポジウム参加申込書 申込締切：11月９日(金)

　　　　　　ホームページからもお申込みできます　　　http://www.tug.gr.jp/
【お申込み責任者】 申込日

貴社名：

所属：

氏名：

役職：

住所：〒　　　　　　　－　　　　　

TEL：（　　　　　　　　）

FAX：（　　　　　　　　） E-mail：

　↓該当欄に○印をご記入ください。

【参加者】

役 職
ふりがな

氏 名
朝食

付

朝食

なし

喫煙

希望

1

 E-mail:

2

 E-mail:

3

 E-mail:

4

 E-mail:

 通信欄：

　※ 『ご宿泊』、『ツアー』、『ゴルフ』にお申込みをいただいた皆さまには、受付後、事務局より別途ご連絡いたします。

担当： 東芝ＩＴユーザ会事務局  涌井・金村・菱田

TEL： 044-331-1015 E-mail： INS-tug@ml.toshiba.co.jp

　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　

 ＦＡＸ：(０４４)５４８-９５２２　ＴＵＧ事務局：涌井・金村 行

ゴルフ
（有料）

講演会
（無料）

懇親会
（無料）

ツアー
（有料）

ご宿泊（有料）

所 属

２２(木)

月　 　　　　　　日

 １１／２１(水)

ご記入いただきました東芝ＩＴユーザ会（以下、ＴＵＧ）会員様および東芝デジタルソリューションズ株式会社（以下、TDSL）のお客様の個人情報は、ＴＵＧ事務局から、ＴＵＧおよび

TDSLのサービス・商品のご紹介、セミナーのご案内等、お客様に役立つと思われる情報提供に使わせていただくことがございます｡なおご不要の場合、お客様から下記の

ＴＵＧ事務局窓口へご連絡いただければ、情報提供を停止させていただきます。また行事参加の様子は、TUGNews（会報誌）・TUGweb（ホームページ）・ＴＵＧおよびTDSL 
Facebook（SNS）・TUG紹介資料の行事報告掲載のため、写真及びビデオ撮影させていただくことがございます。また、社名・所属・氏名を講師および参加者へ開示することがござ

います。行事参加のお申込みの際にはご承諾いただきますよう、よろしくお願いいたします。

TUG事務局担当 TEL：044-331-1015 E-mail：INS-tug@ml.toshiba.co.jp


