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2011年 9月 5日 

株式会社日立製作所 

仙台市で復興支援イベント｢東北みらいづくりWeek with Hitachi｣を開催 

｢日立 uVALUE コンベンション仙台｣も同時開催 

 

 

株式会社日立製作所(執行役社長：中西宏明／以下、日立)は、東日本大震災で被災した東北地

方の復興支援イベント｢東北みらいづくり Week with Hitachi｣を、10 月 15 日(土)から 23 日(日)の  

9日間、仙台国際センター(宮城県仙台市青葉区青葉山)を中心に開催します。また、例年7月に東京

で開催している、日立の IT 製品･ソリューションを中心とした講演･セミナー･展示イベント｢日立

uVALUE(ユーバリュー)*コンベンション｣を、今年は｢日立 uVALUE コンベンション仙台｣として、  

10月 18日(火)、19日(水)の 2日間に同じく仙台国際センターにて開催します。なお、両イベント共に

事前登録制で入場無料です。 

 

* uVALUE(ユーバリュー): 電力、環境･産業･交通、社会･都市など日立が長年にわたって取り組んできた幅広い事業分野で得た経験、

ノウハウ、先進の IT を融合させ、お客様をはじめとする様々なパートナーの皆様との協創によって、お客様

のビジネスの発展に貢献していくという、事業コンセプト。 

 

日立は、3月 11日の東日本大震災発生後これまでに、被災地の一刻も早い復旧・復興に向けたさ

まざまな支援活動にグループを挙げて取り組んできました。電力、通信、上下水設備や情報システム

など、社会インフラの復旧に取り組む一方、薄型テレビ、乾電池や自治体向け被災者支援システムの

無償提供など、日立グループの製品･サービスを活用した支援活動を行ってきました。 

また、中長期的な視野からも東北の復興に貢献していくため、震災等に対する事業の継続性を高

める BCM(Business Continuity Management:事業継続マネジメント)対応ソリューションや、エネ

ルギーの効率的な利用を可能にするスマートシティなど、今後のまちづくりに向けたさまざまな提案

を行っています。 

こうした中で今回、日立は、東北の復興を支援する活動の一環として、東北の方々に元気になっ

てもらい、ともに東北の復興と未来を考える機会を作りたいと考え、｢共にあるこう。未来をつくろう。｣

をテーマに掲げた復興支援イベント｢東北みらいづくり Week with Hitachi｣ならびに｢日立

uVALUEコンベンション仙台｣を開催します。 
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｢東北みらいづくりWeek with Hitachi｣では、コンサートやトークショー、スポーツイベントなどのさ

まざまなイベントを日替わりで行います。具体的には、歌手の玉城千春氏(Kiroro)らによるコンサート

や日立のバスケットボールチーム｢日立サンロッカーズ｣の現役選手による地元小学生へのバスケット

ボールクリニック、｢東北の将来の姿｣をテーマとした地元中高生による弁論大会や、東北にゆかりの

あるタレントのダニエル･カール氏やさかなクン氏(東京海洋大学客員准教授)の講演、｢日立 世界 

ふしぎ発見!｣から草野仁氏および竹内海南江氏を招いたスペシャルトークショーなどを行います。 

｢日立 uVALUE コンベンション仙台｣では、日本の再生や東北の将来・復興について考えるため

の講演やシンポジウム、セミナーを行います。初日の 18 日(火)には、社長の中西宏明による基調講

演｢復興そして未来づくりへ～日立グループとともに～｣などを行うほか、19 日(水)のシンポジウムで

は｢ともに考え、ともにつくる－東北の復興、未来の創造｣をテーマに、日本文学研究のパイオニアと

して国際的に知られるドナルド･キーン氏(コロンビア大学名誉教授)による特別講演などを行います。

さらに、｢スマートシティ｣｢防災｣｢インターネット･セキュリティ｣などをテーマに、ビジネスと暮らしに役立

つセミナーを 10セッション実施します。 

 

今後も日立は、東北地方の復興支援にグループを挙げて、継続的に取り組んでいきます。 

1. ｢東北みらいづくり Week with Hitachi｣開催概要 

【敬称略】 

日時 内容 場所 

10/15 

(土) 

11:00-20:00 
映像シアター 

(東北の力強い復興のイメージを映像で紹介) 

仙台国際 

センター 
11:00-18:00 東北グルメ屋台 

16:30-19:30 

(16:00開場) 

みらいづくりコンサート ～音楽で絆をつなごう～ 

出演：玉城千春(Kiroro)他、日立交響楽団 

(主催：Date fm、MUSIC BIRD、日立グループ） 

10/16 

（日） 

10:00-12:00 日立サンロッカーズ ミニバスケットボールクリニック 

宮城県七ヶ浜町

立汐見小学校 

体育館 

11:00-18:00 映像シアター 

仙台国際 

センター 
11:00-18:00 東北グルメ屋台 

13:00-16:00 
ともに、語ろう未来への思い 中学生高校生弁論大会 

(主催：河北新報社、協賛：日立グループ) 

10/17 

（月） 

15:00-20:00 映像シアター 
仙台国際 

センター 18:00-19:30 
｢がんばっぺ!オラの大好きな日本｣ 

タレント、山形弁研究家 ダニエル･カール 

10/18 

（火） 

11:00-20:00 映像シアター 

仙台国際 

センター 

11:00-18:00 東北グルメ屋台 

18:00-19:30 
｢富士山から日本を変える｣ 

アルピニスト 野口 健 

10/19 

（水） 

11:00-20:00 映像シアター 仙台国際 

センター 11:00-18:00 東北グルメ屋台 
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 18:00-19:30 

｢おしえて!さかなクン 

 ～さかなクンとお魚について学んでみよう～｣ 

東京海洋大学 客員准教授 さかなクン 

 

10/20 

（木） 
17:00-19:00 ともにつくろう!”きぼう”ステージ 

出演者(出演日程)： 

仙台ジャグボーイズ(10/20～22)、 

ジョン･ルーカス(ゴスペル・シンガー)(10/21～22)、 

(株)日立製作所 ソフトウェア事業部 音楽隊(10/21～22) 

イオンモール 

名取エアリ 

10/21 

（金） 
17:00-19:30 

10/22 

（土） 
13:30-18:45 

10/23 

（日） 
13:00-14:30 

日立 世界ふしぎ発見!スペシャルトークショー 

草野仁、竹内海南江 

仙台国際 

センター 

･10/15（土）～23（日）の開催期間中(10:00-18:00)、JR 仙台駅コンコースでは、｢東北みらいづくり Week in   

仙台駅｣としてパネルを使ったイベントの案内展示等を行います。 

2. ｢日立 uVALUE コンベンション仙台｣開催概要(会場：仙台国際センター) 

(1) 講演／セミナー概要 

①10月 18日(火) 【敬称略】 

区分 時間 内容 

講演 

13:00-14:00 

基調講演 

｢復興そして未来づくりへ ～日立グループとともに～｣  

(株)日立製作所 執行役社長 中西 宏明 

14:20-15:20 

特別講演 

｢ファインダーから見た世界 ～震災を乗り越え進む力～｣ 

写真家 浅井 愼平 

15:40-16:40 

特別講演 

｢第三の敗戦を越えて ～そして日本の復興と未来～｣ 

作家･経済評論家 堺屋 太一 

ビジネス／ 

社会セミナー 

11:00-11:45 
｢日立グループの震災復旧復興活動｣ 

(株)日立製作所 執行役常務 日立グループ震災復興統括本部副本部長 北野 昌宏 

14:20-15:50 

｢復旧から復興へ ～新しいコミュニティを創る～｣ 

モデレーター (株)日立製作所 梶浦 敏範 

パネリスト 総務省 阪本 泰男 他 

16:15-17:00 
｢東日本大震災と今後のエネルギー政策｣ 

(財)日本エネルギー経済研究所 十市 勉 

暮らし／ 

生活セミナー 

14:20-15:05 

｢ネットを使えばここまでできる ～ネットの現状と今後の可能性～｣ 

ナビゲーター ｢日立 世界ふしぎ発見!｣ミステリーハンター 浜島 直子 

(株)日立コンサルティング 吉岡 正壱郎 

(株)日立製作所 森 正勝 

16:15-17:00 
｢インターネットのセキュリティはどのように守られているのか？｣ 

東京工科大学 教授 手塚 悟 

 

②10月 19日（水） 【敬称略】 

区分 時間 内容 

シンポジウム 

13:00-14:00 

基調講演 

｢3･11 と東北の魂｣  

宗教学者、国際日本文化研究センター名誉教授 山折 哲雄 

14:10-15:00 

特別講演 

｢東北の思い出、私の決意(仮)｣ 

日本文学研究者、コロンビア大学名誉教授 ドナルド･キーン 
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15:10-17:00 

パネルディスカッション 

｢東北から始まる新しい知の潮流｣ 

モデレーター： 

元日本銀行副総裁、元(株)日立総合計画研究所取締役社長 藤原 作弥 

パネリスト： 

作家、博物学者 荒俣 宏 

(株)河北新報社 代表取締役社長 一力 雅彦 

東北大学教授･経済学部長、東北大学大学院経済学研究科長、 

せんだい･みやぎ NPOセンター代表理事 大滝 精一 

東北経済連合会副会長、東星興業株式会社 監査役 松澤 伸介 

(株)日立製作所 執行役専務 情報･通信システム社社長 岩田 眞二郎 

ビジネス／ 

社会セミナー 

10:00-10:45 
｢全体最適な防災ソリューションの導入をめざして｣ 

(株)日立製作所 北川 央樹、丸山 幸伸、渡辺 薫 

11:05-12:35 

｢街を再興するスマートシティの技術｣ 

モデレーター (株)日立製作所 梶浦 敏範 

パネリスト (財)国土技術研究センター 大石 久和 他 

13:30-14:15 

｢復興とビジネス創生を支援するＩTサービスと活用事例｣ 

(株)日立情報システムズ 宮川 亨  

(株)日立東日本ソリューションズ 宮林 主則 

(株)日立製作所 中田 順二 

暮らし／ 

生活セミナー 

14:35-15:20 

｢これでわかった。スマートシティ｣ 

ナビゲーター ｢日立 世界ふしぎ発見!｣ミステリーハンター 浜島 直子 

(株)日立製作所 前田 章、戸辺 昭彦 

15:40-16:25 

｢エネルギーや環境も考えた心豊かな住まい方へ｣ 

ナビゲーター ｢日立 世界ふしぎ発見!｣ミステリーハンター 浜島 直子 

日立アプライアンス(株) 田中 博文 

(株)日立製作所 水上 潔 

 

(2) 展示概要(10月 18日(火)～19日(水)、11:00～18:00) 

事業継続のためのソリューションや日立グループの社会イノベーション事業、地球環境にやさしく、

安全、快適、便利なスマートシティの実現に向けた取り組みや実証実験などを、パネルや映像など

で紹介します。 

 

※講演内容、セミナー内容、展示内容、時間などは予告なしに変更する可能性があります。詳しくは、

本イベントのオフィシャルサイトをご覧ください。 

■｢東北みらいづくり Week with Hitachi｣オフィシャルサイト 

http://sendai.hitachi-uvcon.com 

■入場に際しての事前登録について 

会場への入場は、事前登録制・入場無料となっています。登録は｢東北みらいづくり Week with 

Hitachi｣オフィシャルサイトからお申し込みください。 

[9月 9日(金) から事前登録受付を開始します。] 

 

以上 
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