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デュッセルドルフ生活を楽しくするマガジン

フォルトゥナ通信
FORTUNA AKTUELL - Japanese Version

ブンデスリーガ2部残留が決定！
FORTUNA AUCH IN DER NÄCHSTEN SAISON ZWEITKLASSIG!
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日本社会と親睦会を開催。
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金城ジャスティン俊樹のサイン会を開催。
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親愛なる日本人社会の皆さまへ
Liebe japanische Gemeinde,

フォルトゥナ・デュッセルドルフ会長 ロベルト・シェーファー
Robert Schäfer, Fortuna Düsseldorf Vorstandvorsitzender
我々は今季、非常に難しい1年を
過ごすこととなりましたが、最終的
には無事に2部リーグ残留を果た
すことが出来ました。選手、スタッ
フ、クラブ関係者、そしてファンの
皆様にとってもほっと出来る結果
になったのではと思っています。
そんな中でもホーム最終戦となっ
たFSVフランクフルト戦は、残留争
いのライバルとの直接対決という
こともあり、非常に緊張感のある
試合となりましたが、多くの日本
社会の方々もご来場し、スタジ
アムで直接ご声援を送ってくだ
さいました。そして皆様の力強い
ご支援もあり、この一戦に勝利し
たチームは、残留に向けて大き
く前進することが出来ました。
フォルトゥナはここ数週間で、日
本社会とのより良い友好関係を
構築するために様々なアクション

を起こしてきました。日本社会の
皆様との親睦会や日本人学校で
のサイン会を開催しただけでな
く、在デュッセルドルフ日本国総
領事館の水内総領事にもホーム
試合にお越しいただきました。ま
たフォルトゥナはデュッセルドル
フ日本商工会議所の会員として
日本社会の仲間入りも果たして
おります。来季は金城ジャスティ
ン俊樹もより多くのチャンスを得
ていくことになると思いますし、
監督も彼のような若く可能性を
秘めた選手を育てていきたいと
話しています。これから来季に向
けてのチーム作りを進めていくこ
とになりますが、皆さんに期待し
ていただけるチームを目指して
いきます。
我々はこれからも多くの日系企
業のサポートと共にしっかりと結

果を出しながら、日本社会の皆
様との関係をより良いものにし、
そして皆様により身近な存在と
思ってもらえるよう頑張ってまい
ります。皆様が来季以降もこれ
まで同様、またはこれまで以上
にフォルトゥナにご声援を送って
くださることを願っていますので、
是非よろしくお願いいたします。
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HIGHLIGHT

昇格候補相手には好ファイトにも、その後に4連敗。

Zwei tollen Auftritten gegen Aufstiegskandidaten folgen vier Niederlagen
SC Freiburg - F95 1:2

TSV 1860 München - F95 3:2

F95 - VfL Bochum 1848 1:3

F95 - 1. FC Nürnberg 1:1

前半戦の不振を払拭するために、今年1月に就任したマルコ・クルツ監督だったが、7試合で1勝5敗1分と
いう結果を受けて、クラブは厳しい決断を下すことに。後任にはフリードヘルム・フンケル氏が就任し、残
り8試合を指揮することとなった。
クルツ監督の下、後半戦初戦は
1.FCハイデンハイムに敗れたフォ
ルトゥナだったが、続くSCフライブ
ルク戦は、積極的で攻撃的な姿勢
を見せる。そして新加入二コラ・ジ
ュルジィッチの先制点に続き、後半
にはセルチャン・サラレアが追加点
を奪い、アウェーで貴重な勝ち点3
を奪うことに成功した。さらにホー
ムに戻って1.FCニュルンベルクを
迎え撃ったチームは好調を維持す
ると、前半にサラレアが倒されて得
japan.f95.de

たPKからケレム・デミルバイが先制
ゴールを奪うことに成功。しかし、こ
こから多くの決定機を決めきれな
いと、試合終了8分前に失点し、試
合は引き分けで終わってしまった。
強豪クラブとの連戦で1勝1分けと
したフォルトゥナだったが、ここか
ら泥沼の4連敗を喫っすることにな
る。下位に沈む1860ミュンヘンにア
ウェーで3-2と競り負けると、ホー
ムでVfLボーフム(1-3)とカールス
ルーエSC(0-1)に続けざまに敗れ

てしまう。得点チャンスは作るも決
められないという負の連鎖が止め
られず、さらにアウェーでSVザント
ハウゼンにも敗れると、順位も入れ
替え戦となる16位まで下がってしま
う。この結果を受けて、クラブは苦
渋の選択をすることに。そして今年
1月に就任したばかりのクルツ監督
を解任し、シーズン最後までの8試
合を、経験豊富な62歳のフリードヘ
ルム・フンケル氏に託すことを決断
した。
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F95 - 1. FC Kaiserslautern 4:3

F95 - Karlsruher SC 0:1

SV Sandhausen - F95 1:0

DSC Arminia Bielefeld - F95 0:0

フンケル新監督がベテラン選手の起用で初勝利。
Funkel setzt auf Erfahrung und gewinnt bei seinem Debüt

フンケル新監督が就任して迎えた最初の試合は、ホームでの1.FCカイザースラウテルン戦。新指揮官は
残留争い8試合に挑む上で、これまで出場機会の少なかったベテラン2選手アダム・ボツェックとオリバー・
フィンクをチームの中心に戻す判断を下す。
試合は開始早々にハラランポス・
マヴリアスのヘディングゴールで
先制するも、その4分後にすぐに追
いつかれる展開。その後、前半の
うちにフィンクとジュルジィッチの得
点で再びリードを奪ったフォルトゥ
ナだったが、後半の立ち上がりに2

失点し、2度のリードを追いつかれ
てしまう。しかしこの試合に決着を
つけたのは、後半途中に投入され
た怪我明けのデミルバイ。頼れる
“ナンバーテン”は、ピッチに立った
1分後に勝ち越しゴールを叩き込
み、これが決勝点となってフォルト

ゥナが4-3のシーソーゲームを制す
ること成功した。これに続き、連勝
を狙ったアルミニア・ビーレフェルト
とのアウェー戦だったが、この試合
はどちらも決定力を欠き、90分戦っ
てスコアレスのドローでタイムアッ
プも、確実に勝ち点1を獲得した。

japan.f95.de
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フォルトゥナのブンデスリーガ2部残留が決定！
Fortuna auch in der nächsten Saison zweitklassig!

ホーム試合では毎回のように先制するも、追加点が奪えずに失点をしてしまうフォルトゥナ。またアウェーで
は勝負弱さを露呈し、勝ち点3を奪うことが出来ない。そんな中、不安定なディフェンス陣に対し、フンケル監
督はケヴィン・アクポグマに白羽の矢を立てる決断を下した。するとこれがディフェンスに安定をもたらし、最後
は2連勝で自力残留を確定させることに成功した。
2試合で1勝1分としたフンケル監
督は、今季残り6試合というとこ
ろで、ホームで強敵ライプチヒ
を迎え撃つことに。するとフォル
トゥナは、開始早々から猛攻を
仕掛けると、15分のフィンクの
先制点を含め、前半に素晴らし
いパフォーマンスを披露する。
しかし数ある追加点のチャンス
を決めきれないと、前半終了間
際に一瞬の隙を突かれて同点
に追いつかれる展開に。そして
後半立ち上がりにも失点する

と、後手に回るプレーが増え、
結局この試合を1-3で落として
しまう。さらに続くアウェーでの
グロイター・フュルト戦は、サラ
レアが得点を挙げるも、ディフ
ェンス陣が再び不安定さを露呈
し、1-3の黒星を喫してしまう。
ここで2試合6失点のディフェンス
陣にテコ入れを決断した指揮官
は、キャプテンのカリム・ハグイ
を外し、アクポグマとアレクサン
ダー・マドルングをセンターバッ
クに並べて、FCザンクト・パウリ

戦を迎える。するとホーム試合
では3試合連続となる早い時間
での先制に成功すると、30000
人を超える観客にも後押しさ
れ、次々に好機を演出する。と
ころがどうしても追加点が奪え
ないと、たった1回のカウンター
攻撃で失点を許し、再び勝ち点
1の獲得に留まることとなってし
まうことに。それでも新しいセン
ターバックのデゥオは、チーム
に安定感をもたらすこととなっ
た。

F95 - FC St. Pauli 1910 1:1

F95 - Leipzig 1:3

SpVgg Greuther Fürth - F95 3:1

japan.f95.de
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F95 - FSV Frankfurt 1899 1:0

MSV Duisburg - F95 2:1

残り3節となって、残留争いも5
クラブに限定された状況で迎え
たMSVデュイスブルクとの一戦
は、勝てばライバルらに大きく差
をつけることが出来るチャンス
だった。しかし5000人以上のフ
ォルトゥナサポーターが現地で
声援を送ったアウェーでの戦い
で、1-2の敗戦を喫してしまう。そ
れでも背水の陣で挑んだホーム
最終戦のFSVフランクフルト戦で

は、32000人を超える観客が見守
る中で、フィンクとデミルバイのコ
ンビで決勝点を奪うことに成功し
(1-0)、残留に向けて大きな勝ち
点3を獲得した。
最終節はアウェーでアイントラ
ハト・ブラウンシュヴァイクと対戦
することになったフンケル監督
は、今季初となる金城ジャスティ
ン俊樹をベンチ入りメンバーに加
えてキックオフを迎える。試合は

緊張感のある展開となったが、
運にも恵まれて失点を免れると、
後半にデミルバイがPKを含む2
得点の大活躍で試合を決定付け
る。そして最後まで集中を切らさ
ず戦い抜き、タイムアップを迎え
ることとなった。これによりフォル
トゥナは、総獲得勝ち点35点とな
り、最終順位を14位として、来季
のブンデスリーガ2部残留を確定
させることに成功した。

Eintracht Braunschweig - F95 0:2

japan.f95.de
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エマニュエル・イヨハ
39 / EMMANUEL IYOHA
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エマニュエル・イヨハ Emmanuel Iyoha
デュッセルドルフ出身のエマニュエル・イヨハ(以下、エマ)は、2005年からバイヤー04レヴァークーゼンでプ
レーしていたが、2011年にフォルトゥナに加入すると、その後素晴らしい成長を見せ、18歳でプロ契約を結
ぶとともに、トップチームデビュー、U19ドイツ代表選出と目まぐるしい日々を過ごしてきた。そんなエマに今
の思いを聞いてきた。
*インタビュアー：レオニー・ボスマン (12歳、キッズクラブ会員)

6年間所属したレヴァークーゼンか
らフォルトゥナへ移ってきたきっか
けは何ですか？
僕はデュッセルドルフで生まれ育
ったし、この街で5歳のときにサッ
カーを始めたんだ。レヴァークーゼ
ンではあまり上手くいかないことも
あったけど、フォルトゥナでプレー
するチャンスをもらえたので、この
街に戻ってくることにしたんだよ。
フォルトゥナというクラブはエマにと
ってどんな存在ですか？
このクラブは僕にとって第2の家族
だね。一緒にプレーする仲間やス
タッフたちも含めて、まさに“ファミ
リー”と言うべき存在だよ。
昨年10月にフォルトゥナでプロ契約
を結んだときの気持ちを教えてくだ
さい。
プロサッカー選手になることは子
供の頃からの夢だったし、18歳で
プロ契約が出来たことはとても嬉
しかった。それと同時にとても自信
にもなったね。フォルトゥナにはしっ
かりとプレーで恩返ししていきたい
と思っているよ。

ライプチッヒ戦でブンデスリーガ
2部デビューを果たしたわけです
が、そのときはどんな気持ちでした
か？
デビューのチャンスが来たときは
とても緊張したよ。今でもはっきり
と覚えているくらい最高の感覚だっ
たし、忘れられない瞬間だったね。
エマの今の目標は何ですか？
まずはもっと継続的に試合に出られ
るようになることが第一だね。そし
て出来るだけ早くフォルトゥナのた
めにゴールを決めたいと思ってい
るよ。
昨年からドイツU19代表にも選ば
れるようになってますね。
もちろんすごく誇りに思うことだ
ね。自分が生まれ育った国の代表
チームのユニフォームを着ることは
昔からの夢だったし、U19欧州選手
権に向けたメンバーにも選ばれる
ことを願っているよ。もちろんそうな
ったらしっかり結果を出したいね。

日本の選手とプレーしたりした経験
はありますか？
ジャスティンはもちろんチームメート
だからいつも一緒にトレーニングして
いるよ。それ以外でも日本のチーム
と対戦した経験はたくさんあるけど、
日本の選手たちはとても技術が高
く、運動量も豊富で、そういった選手
たちを相手に戦うのはすごく難しかっ
た印象があるね。
最後に日本人ファンの皆さんへメッ
セージをお願いします。
一人でも多くの日本の方にフォルト
ゥナを応援してほしいと思います。
チームが苦しんでいるときも、是非
声援を送ってほしいし、そういった姿
が見られることを願っています。

Emmanuel Iyoha

エマが手本にしている選手はいま
すか？
僕の手本にしている選手は、FC
リヴァプールのダニエル・スターリ
ッジ選手かな。僕と同じポジション
の選手だし、プレースタイルも似て
いるんだ。だから彼のプレーやトリ
ックは良く見ているよ。
日本語を知っていたりしますか？
また、日本食は好きですか？
さすがに日本語は出来ないな。
で も日本食は好きだよ。僕の通っ
ていた学校のすぐ近くに日本人学
校があるし、昔から日本という国は
すごく身近な存在だね。

背番号： 39
生年月日： 1997年10月11日
身長： 191㎝
体重： 75kg
国籍： ドイツ/ナイジェリア
加入年： 2011年
出身地： デュッセルドルフ
現住所： デュッセルドルフ
japan.f95.de
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日本社会と親睦会を開催。
Fortuna meets Japan powered by HITACHI

4月25日(月)、“Fortuna meets Japan powered HITACHI”と題した日本社会との親睦会が開催された。この会は
2012年よりpremiumPARTNERとしてクラブを支えるHITACHI社のサポートを受ける形で、デュッセルドルフの日
本社会の中心でもある日航ホテルにて開催され、多くの日系企業の方々を招待して親睦を深めた。当日は日航
ホテルのケン・ディットリッチジェネラルディレクターの挨拶に始まり、ロベルト・シェーファー会長がフォルトゥナの
代表として日本社会への思いを述べた後、HITACHI社を代表して日立ハイテクノロジーヨーロッパ社の小掠義之
社長もスピーチを行った。続いて今年の冬に新加入した日本人選手の金城ジャスティン俊樹が、出席した方々
の前で自己紹介と共に挨拶をし、その後は会長、選手ともに出席者らと歓談を楽しみ、日本社会の方々との関
係性を深める意味でも非常に有意義な時間となった。
「日航ホテルとフォルトゥナは非常
に近しい存在です」と話し始めた日
航ホテルのディットリッチ氏は、「ど
ちらもこのデュッセルドルフではす
でに長い歴史を持っています。フォ
ルトゥナはすでに100年以上の伝統
があるクラブであり、また日航ホテ
ルも出来てから40年以上になりま
す」と述べ、双方がこの街で重要な
存在であることを強調した。また今
年3月に新しくフォルトゥナの代表
に就任したシェーファー会長は、ま
ず日本社会の方々に対して自己紹
介を行った。この日はクラブと日本
社会との更なる友好的な関係性の
構築することが大きなテーマであ
り、premiumPARTNERとして4シー
ズンに渡りフォルトゥナをサポートし
ているHITACHI社に言及し、「私は
japan.f95.de

ザンクト・パウリ戦の際に日立ハイ
テクヨーロッパ社の小掠義之社長
にご挨拶をさせていただいたが、
その際に双方で今後のパートナー
シップに関しても、あるアイディアに
ついて話し合うことが出来ました。
それを可能な限り今後一緒に進め
ていければと思っています」と将来
的な更なる関係性の構築を口にし
た。
またこれに続いてスピーチを行っ
た小掠社長(日立ハイテク社)は、フ
ォルトゥナへの支援をすることにつ
いて言及し、「デュッセルドルフとい
う場所はHITACHI社にとって非常に
大きな意味を持っていますが、その
街においてフォルトゥナは大きなス
テータスを持った存在です。今季の
チームは非常に難しいシーズンを

過ごしましたが、それにも関わらず
25000人を超える平均観客動員数
を数えており、これは特筆するべき
ことだと思っています」と述べた。更
にHITACHI社を代表して、この冬に
新加入した日本人の金城ジャステ
ィン俊樹にも歓迎の言葉を送った。
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「ジャスティンは我々が進んでいこうと
する方向性の中で非常に重要な存在」
„Justin steht sinnbildlich für den Weg,
den wir in Zukunft gehen möchten“

てくれました。私はこの伝統ある
クラブの一員でいられることを、
そしてこの街で暮らしていること
を嬉しく思っていますし、とても気
に入っています」と、流暢な英語
でスピーチした。
シェーファー会長はクラブとして
の将来的な方向性についても、
「今年の冬に1860ミュンヘンから
獲得した金城ジャスティン俊樹
は、今後我々が進んでいこうとし
ている方向性の中で、非常に重
要な存在です。我々は今後、す
でに有名になったような選手だけ
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offset
dtp proof schmuckfarben

ではなく、若く可能性を秘めた貪
欲な選手たちと共に、クラブとし
て成長していきたいと思っていま
す」と話し、締めくくった。
GmbH

現在は毎日トップチームでトレー
ニングをし、週末はU23チームで
出場経験を積んでいる金城も、
「まずこの親睦会にご招待いただ
き、とても感謝しています。この場
所にいられることを非常に嬉しく
思います」と丁寧に感謝の言葉を
述べるとともに、実兄とのやり取
りについて言及し、「私の兄は4年
前にフォルトゥナのU19チームで
プレーしていましたが、その時の
経験から、この街がとても素敵な
ところで、そしてたくさんの日本の
方が住んでいるということを話し

*
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kreuzbruch
falzen
einfarbig indesign
nuten vierfarbig
quark
klimaneutral retusche kleben
klammern
ctp
zickzackfalz

prepress

andruck

digitaldruck
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Michael Klein & Achim Krause
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金城ジャスティン俊樹のサイン会を開催。
Autogrammstunde in der japanischen Schule

今季最終戦の2日前となった5月13日(金)、デュッセルドルフのオーバーカッセルにある日本人学校に
て、premiumPARTNERであるHITACHI社の協力の下、金城ジャスティン俊樹のトークショー＆サイン会が開催
された。多くの子供たちがフォルトゥナのユニフォームを着て参加し、たくさんの質問をするなど大盛り上がりと
なった。

デュッセルドルフに暮らす日本
人の子供たちにとって、フォルト
ゥナは“我が街のクラブ”である。
そんな地元クラブでプロ契約をし
た日本人である金城ジャスティン
俊樹が、デュッセルドルフ日本人
学校を訪問し、HITACHI社の協
力の下、トークショー＆サイン会
を実施した。会場となった学校の
体育館には300人を超える生徒
らに加え、約100人の保護者の方
々も詰めかけ、金城は大きな拍
手で迎え入れられることに。トー
クショーは日本デスク担当の瀬

japan.f95.de

田が司会を務める形でスタート
し、子供たちの多くの質問を受け
付けると、生い立ちのことから練
習の様子、普段の生活について
など、たくさんの質問が飛んでき
たが、金城も1つ1つ丁寧に回答
していった。
続いて全員と一緒に写真撮影に
挑んだ金城は、笑顔いっぱいで
隣を奪い合う子供たちを見て、
「こんなに多くの子たちがフォルト
ゥナのユニフォームを着てくれて
いて驚いたし、喜んでくれてすご
く嬉しいことですね」と、“ジャステ

ィンフィーバー”状態の子供たち
に終始驚いた様子。子供たちは
その後、思い思いのユニフォー
ムやサイン帳にサインをもらうな
ど、約2時間に渡って金城との交
流を楽しんだ。
最後に、「来シーズンはたくさん
試合に出れるように頑張るので、
是非応援に来て下さい」と活躍を
約束した金城。来季はESPRITア
リーナで、“KINJO ” のネームプリ
ントが入ったユニフォームを着た
子供たちの姿を、多く見かけるこ
とが出来るに違いない。

N I K K O MEET ALL DAY パッケージ
会議場、標準の技術設備、お水とリ ンゴジュース
飲み放題 、軽食付きコーヒーブレイク2回
3コースランチ、
ロビー常設コーヒー ステーション

無線LANのご利用（参加者全員）
お一人様
59ユーロ~
上記が全て含まれたお得なパッケージです！

デュッセルドルフへようこそ。
12 の宴会場
総面積1500m²
最大収容人数400 名

2013 年の総改装
市の中心にある理想的な立地

550 台の地下駐車場
お問い合わせ担当 林洋平
FON 0211 834 2701 | E-MAIL yohei.hayashi@nikko-hotel.de

Immermannstr. 41 | 40210 Düsseldorf | www.nikko-hotel.de
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八千代高校をサッカーでおもてなし。
Yachiyo Highschool U18 Team bei der Fortuna zu Gast

フォルトゥナが日本で展開している“出張ドイツ語サッカースクール”が、この春にはドイツでも開催され
た。日本デスク担当の瀬田が、春休みを利用してドイツ遠征に来ていた八千代高校サッカー部18人を対
象に2回のドイツ語レッスンを行った後、フォルトゥナのコーチらがトレーニングセッションを担当。その場に
はU17チームの選手16人も参加し、日本の高校生たちも覚えたてのドイツ語でコミュニケーションを取るな
ど、貴重な国際交流の機会になった。
3月後半から4月初めは日本の
学校は春休みとなる。この期間
を利用して毎年多くの日本の育
成チームがヨーロッパ遠征にや
ってくるが、中でもドイツは2014
年のW杯優勝もあり、また多くの
日本選手が活躍していることも
あって、人気国の1つになってい
る。そんな中、千葉県の八千代
高校サッカー部は今年で3回目と
なるドイツ遠征にやってきたが、
合計で9日間に及ぶ遠征中に
は、現地の複数クラブとのテスト
マッチやデュッセルドルフの市庁
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舎訪問など、サッカーを通じて様
々な国際交流の経験を積むこと
となった。
そんな今回の彼らのドイツ遠征
には特別なプログラムが組まれ
ていた。それはフォルトゥナ日本
デスクの瀬田が日本で行ってい
る“出張ドイツ語サッカースクー
ル ”だ 。 こ の 出 張 ス ク ー ル は 本
来は日本で行われているものだ
が、今回は特別に八千代高校の
選手たちのためにドイツで実施さ
れた。さらにフォルトゥナU18のポ
レンスキー監督および、フォルト

ゥナU17のアルパスラン・グーベ
ンコーチが特別指導を引き受け
てくれただけでなく、U17の選手
たちとの合同トレーニングも行わ
れることになった。
日本の高校生たちにとって、ドイ
ツ語を使って実際に同年代のド
イツ人選手たちと一緒にサッカー
をしたことは、特別な経験となっ
ただろう。こうやって日本からの
ゲストをサッカーを通じておもて
なしすることで、彼らの中に「フォ
ルトゥナ」という名前がしっかりと
刻まれていくことを期待したい。

䜀爀漀眀椀渀最 䘀甀琀甀爀攀⸀ 吀伀夀伀䈀伀⸀
吀伀夀伀䈀伀 愀渀搀 匀瀀椀渀爀攀愀挀琀 愀爀攀 氀漀漀欀椀渀最 昀漀爀眀愀爀搀 琀漀 琀栀攀 昀甀琀甀爀攀 愀猀 洀甀挀栀 愀猀 礀漀甀 愀爀攀⸀
䘀爀漀洀 洀攀搀椀挀愀氀 攀焀甀椀瀀洀攀渀琀 琀漀 爀攀愀最攀渀琀猀 昀漀爀 椀渀ⴀ瘀椀琀爀漀 搀椀愀最渀漀猀琀椀挀猀Ⰰ
漀甀爀 栀攀愀氀琀栀挀愀爀攀 搀椀瘀椀猀椀漀渀 挀漀洀戀椀渀攀猀 䤀搀攀愀猀 ☀ 䌀栀攀洀椀猀琀爀礀 琀漀 椀洀瀀爀漀瘀攀 漀渀
最攀渀攀爀愀氀 栀攀愀氀琀栀 愀渀搀 焀甀愀氀椀琀礀 漀昀 氀椀昀攀⸀ 䔀渀樀漀礀椀渀最 琀栀攀 昀甀琀甀爀攀 眀椀琀栀 礀漀甀⸀

䐀椀猀挀漀瘀攀爀 漀甀爀 攀砀瀀攀爀琀椀猀攀 爀椀最栀琀 栀攀爀攀 椀渀 䔀甀爀漀瀀攀㨀
䘀椀氀洀猀 ☀ 倀漀氀礀洀攀爀猀

䤀渀搀甀猀琀爀椀愀氀 䴀愀琀攀爀椀愀氀猀

䰀椀昀攀 匀挀椀攀渀挀攀

䘀甀渀挀琀椀漀渀愀氀 䘀椀戀攀爀猀

倀愀挀欀愀最椀渀最 䘀椀氀洀猀
䤀渀搀甀猀琀爀椀愀氀 䘀椀氀洀猀
䘀甀渀挀琀椀漀渀愀氀 刀攀猀椀渀猀
䔀渀最椀渀攀攀爀椀渀最 倀氀愀猀琀椀挀猀

䌀甀猀栀椀漀渀椀渀最 䴀愀琀攀爀椀愀氀
䠀椀最栀ⴀ瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀 䘀椀戀攀爀猀
䄀椀爀戀愀最 䘀愀戀爀椀挀猀
䘀甀渀挀琀椀漀渀愀氀 䘀椀氀琀攀爀猀

䴀漀搀椀昀礀椀渀最 䔀渀稀礀洀攀猀
䐀椀愀最渀漀猀琀椀最 刀攀愀最攀渀琀猀
䠀漀氀氀漀眀 䘀椀戀攀爀 䴀攀洀戀爀愀渀攀猀
匀攀愀眀愀琀攀爀 䐀攀猀愀氀椀渀愀琀椀漀渀

䌀漀洀昀漀爀琀 䔀瘀愀氀甀愀琀椀漀渀 吀攀挀栀⸀
䠀攀愀琀ⴀ最攀渀攀爀愀琀椀渀最 吀攀砀琀椀氀攀猀
䌀漀漀氀 䘀攀攀氀椀渀最 䘀愀戀爀椀挀猀
圀愀琀攀爀ⴀ愀戀猀漀爀戀椀渀最 䘀椀戀攀爀猀

未 来 を 生きる 子ど もに 、
ど ん な 世 界 を 贈 れ るだ ろう。
私 たちの 子ど もが、そして、その 子ど もたちが いつまで も、
昨日よりもっといい世界で目覚 めることが できたら。そん な未 来 を想 像してみませんか。
世界 中のいたるところで、豊 か な 水とクリーンエネル ギ ーが あふ れ、
道 路は 渋 滞 することなく、誰 もが 一人ひとりに合った医 療 を受けられる。
日立は、それをけっして夢 ではなく、社 会イノベーションでか なえる未 来と考えています。
すでに 動き出してい るのは、電 力や 水や 交 通などの 異 なるインフラをＩＴでつなぐことで、
資 源のムダ をなくし、社 会状 況 の 変 化にも柔 軟に 対 応して進 化し続けるシステムづくり。
これも、世界 をより豊 かにするための取り組み の 一つです。
私 たちが 想 像 できる暮らしは、きっと、実 現 できるはず。
未 来 へ の、かけ がえのない 贈り物 をしたい のです。

それ が 、日 立 の 社 会 イノベー ション。
social - innovation.hitachi.com
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