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平成28年7月吉日
ものづくり・匠の技の祭典2016
実行委員会

8/10(水) ものづくり・匠の技の交流会
参加者募集
1．交流会の目的
東京都の技能士と全国から集まる伝統工芸士による「ものづくり・匠の技の祭典2016」の付帯イ
ベントとして、様々な業界でご活躍されます皆様と技能士/伝統工芸士との交流の場として、また
ビジネスチャンスの創出の場として交流会を開催いたします。
交流会では、様々な業界から著名人を招いてのパネルディスカッションや講演会、技能士/伝
統工芸士とのマッチング会などを予定しております。
旅行業界において発信力をお持ちの皆様に是非ともご参加いただきたくご案内いたします。
2．日時
平成28年8月10日（水） 18：00〜21：00
※なお、皆様にものづくり・匠の技についてより深く知っていただくために
16：00より地下1階及び地下2階の事前見学ツアー、並びに17：00からはB5ホールのロビーにて軽食を
ご用意しております。

3．場所
東京国際フォーラム＜B5ホール＞
（東京都千代田区丸の内三丁目5番1号）
https://www.t-i-forum.co.jp/general/access/
4．交流会の内容
次ページ以降をご参照ください。
5．参加料
無料
6．申込みの受付
お手数ではございますが、別紙の「参加確認書」に必要事項をご記入いただき、FAXで、
8月1日（月） までにご返信ください。
※申込みの受付は、原則先着順とします。但し、参加希望企業・団体の業種に偏りがある場合は人数を
調整させていただく場合があります。
※受付完了後、申込みをされた方へご連絡いたします。

7．お問い合わせ先
運営事務局 03-5610-9019

担当：川野辺・佐藤 （午前10時～午後5時・土日祝日除く）

＜参考＞
8月9日(火)は商品企画・販路開拓を目的とした交流会を開催します。ご案内を参考としてお送りいたしますの
で、ご参加される場合は運営事務局までご連絡ください。
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【交流会 概要】

■テーマ設定と期待される効果

第1⽇⽬： 商品開発と販路開拓
(8⽉9⽇) デザイナーとのコラボ、有名キャラクター活⽤による商品開発
など、新たな販路開拓に取り組んできた関係者と技能⼠の交流
第2⽇⽬： 発信⼒強化
(8⽉10⽇) 伝統的な技能や⽂化を内外に発信してきた先駆者とものづくり
の番組、ツアー企画など様々な分野で情報発信に取り組んでき
た関係者と技能⼠の交流

第1⽇⽬

第2⽇⽬

商品開発と販路開拓

発信⼒強化

新たな分野で活⽤されることで
匠の技に触れる機会を創出

匠の技の魅⼒を発信することで
技能尊重の気運を醸成

匠の技の可能性を発⾒

匠の技の価値を知る

新たなビジネスチャンスを創り出す
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【交流会 式次第】
■第2⽇⽬： 平成28年8⽉10⽇（⽔） 午後6時〜9時

ご挨拶（5分）
パネルディスカッション（50分）
・コーディネーター：久保純⼦⽒（フリーアナウンサー）
・パネリスト：
⼭⽥五郎（編集者・評論家）
⼭⽥耕平⽒ (地球探検隊 副隊⻑）
他

休憩（約10分）
マッチング会（約30分）
プレゼンテーション（約15分）

熊本県 商⼯観光労働部 観光経済交流局
くまもとブランド推進課

休憩（約10分）
マッチング会（約30分）
プレゼンテーション（約15分）

（株）円⾕プロダクションマーケティング統括室
ビジネスプロデュ―サー

マッチング会（約25分）
商談ブース 相談コーナー
会場内インタビュー技能⼠による展⽰

【マッチング会】
当⽇のマッチング会では、全国から集まった技能⼠・伝統⼯芸⼠のものづくりと匠
の技を皆さまのネットワークとマッチングさせていただくことで、様々なメディア
などによる発信⼒を⾼めることにつながればと考えております。
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【参考：パネルディスカッション】
■第2⽇⽬： 平成28年8⽉10⽇（⽔）
⼭⽥ 五郎【やまだ・ごろう】編集者・評論家
1958年 東京⽣まれ。
上智⼤学⽂学部在学中に オー スト リア ・ザ ルツ ブル ク⼤ 学に1 年間 遊学 し⻄ 洋美 術史 を学 ぶ。
卒業後、(株)講談社に⼊ 社『 Hot-D og PRESS』編集⻑、 総合編纂局担当部⻑等を 経て フリ ーに 。
現在は時計、⻄洋美術、 街づ
くり 、な ど
幅 広い 分野 で 講演、執筆活動を続け てい る。 著者に『百
万⼈のお尻学』(講談社 +α⽂ 庫) 『知識ゼ
ロからの⻄洋 絵画 ⼊⾨ 』(幻 冬舎 ) 『知識ゼ
ロからの⻄洋
絵画史⼊⾨』(幻冬舎) 『銀座のすし』(⽂藝春 秋) 『ヘンタイ美術館』(ダ
イヤ モン ド
社)
TV :『出没!アド
街ック天国 』( テレ ビ
東 京) :『ぶ
らぶ
ら美術博物館 』(BS ⽇テ レ) 他レギ
ュラー出
演中。

⼭⽥ 耕平【やまだ・こうへい】 地球探検隊 副隊⻑
1981年 ⼤阪難波⽣まれ。
お客様の思い出のページ 作り に協 ⼒し たい ！” ⾃分 ⾃⾝ がお 客様 に笑 顔を 与え られ る仕 事が した い”
気持ちから地球探検隊（ 株式 会社 エク スプ ロー ラ） に⼊ 社。
旅をこよなく愛し、世界7 ⼤⼤ 陸制 覇予 定。 アメ リカ ⼤陸 には 留学 を経 験し 、世 界の 凄さ を痛 感。
グランドキャニオン、ラ スベ ガス 、サ ンフ ラン シス コ、 ニュ ーヨ ーク など 各都 市を 制覇 した 。ア フ
リカ⼤陸では、ナミビア 、ボ ツア ナ、 ザン ビア を2週 間周 遊、 ヨー ロッ パで は、 イギ リス 、フ ラン
スの優雅な街を体験し、 中東 ドバ イで は7つ 星ホ テル で15,000円 のラ ンチ など 、様 々な 旅を 経験 。
また、⽇本国内では47都道 府県 も制 覇し てい る。SN Sの 活⽤や イベ ント 企画 で新 しい 地球 探検 隊
を展開していく。

久保 純⼦【くぼ・じゅんこ】フリーアナウンサー
1972年 東京⽣まれ。
1994年NHKに⼊局 2004年からフリーへ
紅⽩歌合戦 （NHKテレビ） 紅組司会/1998年
プロジェクトX〜挑戦者 たち 〜 （NHKテレビ）/2000年
ブロードキャスター （TBSテレビ）/2004年
ウチくる!? （フジテレビ）/2007年
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【参加予定団体①】
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【参加予定団体②】

下記にご記入の上、「ものづくり・匠の技の祭典2016」運営事務局宛に、
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8月1日（月）までにFAXにてご返信いただけますようお願い申し上げます。

ご参加確認書

FAX 03-6240-4410

ものづくり・匠の技の祭典2016 運営事務局 行
1．出欠の確認

※ご参加いただけます日程をお書きください。

■ 8月 10日（水）午後6時〜

□ 出席します

□ 欠席します

通信欄
※9⽇（⽕）に出席を希望される場合は、その旨を通信欄にご記⼊ください。

2．貴社/貴団体名

貴社/貴団体名
TEL

FAX

ご連絡先
E-mail
3．参加予定者氏名

役職

氏名

4．ご興味のある団体/技能士/伝統工芸士などがございましたらお書きください（複数可）。

※地下1階・地下2階で⾏われるイベントの告知リーフレットです。

【告知リーフレット/表面】
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※地下1階・地下2階で⾏われるイベントの告知リーフレットです。

【告知リーフレット/裏面】
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【参考：交流会 式次第】
■第1⽇⽬： 平成28年8⽉9⽇（⽕） 午後6時〜9時

ご挨拶（5分）
パネルディスカッション（40分）
・コーディネーター：椿邦司⽒

（椿建設デザイン研究所 代表）

・アシスタントコーディネーター：クララ・ボタン⽒
・パネリスト：
挾⼟秀平⽒（左官職⼈）
内⽥勝規⽒
（カリスマバイヤー）他

休憩（15分）

マッチング会（約45分）
休憩（10分）

マッチング会（約45分）

マッチング会（約25分）
商談ブース 相談コーナー 会場内インタビュー
技能⼠による展⽰

※プログラムは変更になる場合がございます。

【マッチング会】
当⽇のマッチング会では、全国から集まった技能⼠・伝統⼯芸⼠のものづくりと匠
の技を皆さまのネットワークとマッチングさせていただくことで、新たな商品開発
や販路開拓につなげることが出来ればと考えております。
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【参考：パネルディスカッション】
■第1⽇⽬： 平成28年8⽉9⽇（⽕）
挾⼟ 秀平【はさど・しゅうへい】職⼈社 秀平組/左官技能⼠
1962年 岐⾩県⾼⼭市⽣まれ。
1983年 技能五輪全国⼤会左官部⾨で優勝。
1984年 同世界⼤会出場。
2001年 現在、14⼈を率いる「職⼈社 秀平組」を設⽴。
普段は、近代的な建設物 や個 ⼈住 宅の 壁塗 りを ⾏う 傍ら 、⽇ 本の 伝統 的な ⼟蔵 から 茶室 等を ⾏う 。
東京の⼀流ホテルのエン トラ ンス ロビ ーま で、 天然 の⼟ と素 材を 使っ た独 ⾃の 世界 の塗 り壁 づく り
は、モダンかつ斬新で、 他に 類が なく ⽇本 全国 に活 躍の 場を 広げ てい る。 また 、左 官職 ⼈に こだ わ
らない新しい⼿法を試み 、⾃ 然に 還る もの だけ を使 った 空間 や作 品を 数多 く発 表し 、画 廊、 ギャ ラ
リーによる個展活動も含 め、 幅広 い活 動を 展開 して いる 。主 な仕 事に 、〔 ⼋ヶ 岳マ ツボ ック リの 野
菜蔵〕〔⾦沢⻩⾦の蔵〕 〔ザ ・ペ ニン シュ ラ東 京〕 〔洞 爺湖 サミ ット 〕〔 アー スメ イク 〕〔 氷雪 の
壁〕〔ＮＨＫ⼤河ドラマ 「真 ⽥丸 」〕 など 。

内⽥ 勝規【うちだ・かつのり】元東武百貨店カリスマバイヤー
1957年 東京⽣まれ。
東武百貨店に⼊社。CI委 員会 事務 局や 増床 プロ ジェ クト 担当 等を 経て 物産 を担 当。 2001年秋、東
武百貨店「北海道物産展 」で は約4 億円 を売 り上 げ（ 前年 ⽐1億5 千万 円） さら に2004年 には 年間
売り上げで⽇本⼀（約13億 円） を達 成す る。 「北 海道 物産 展と いえ ば東 武」 とい われ るま でに 育
て上げ、カリスマバイヤ ーと 呼ば れる 。
2009年エグゼクティブバイヤ ーに 就任 。2010年東 武百 貨店 を退 社。
地域のために共に考え、 地域 を元 気に する こと を趣 旨と して （株 ）オ フィ ス内 ⽥を 設⽴ 。
現在は⽇本全国、海外で の物 産展 、企 画プ ロデ ュー スを ⼿掛 けて いる 。

椿 邦司【つばき・くにじ】椿建築デザイン研究所 代表
1960年 千葉県⽣まれ。
⾼校卒業後、単⾝渡⽶し 建築 デザ イン の世 界へ ⾶び 込む 。海 外で の⽣ 活か ら⽇ 本⼈ の誇 りと ⽇本 ⽂
化の⼤切さを認識する。 茶道 ・能 楽を 趣味 とし 建築 家と して 旅を 愛す る。
千代⽥学園インテリア建 築科 卒
1991年有限会社椿建築デザイ ン研 究所 設⽴ 代表 取締 役
2011年東京都北区議会議員2期 ⽬当 選

