桑名おもてなしセット をフォーラム参加者(現地・WEB)の中から
抽選で���名様にプレゼント！

細川酒造

丸元水産

松阪牛しぐれ煮

純米吟醸 上げ馬

創業明治�年。
赤塚安次郎が、三重県
桑名川岸町（現在の桑名市）で営業を
開始した牛鍋店が起源です。
しぐれ煮
は柿安独自の技と工夫を凝らし、伝
統ある製法により牛肉の持
つ旨みを生かして丹精込め
て炊き上げています。

「地酒上げ馬」の醸造元・細川酒造は、
三重県産の山田錦や神の穂などの酒
米を、無添加で醸造している純米酒率
���％の酒蔵です。
酒名・上げ馬は多度大社
の勇壮な祭り
「上げ馬神
事」に由来しています。

Industrial Tourism
Forum
in KUWANA

カレーのおせんべい

はまぐりお吸いもの
桑名は揖斐川、長良川、木曽川の�つ
の川が流れており、伊勢湾の河口付近
には淡水と海水が混じりあう汽水域
があるため、栄養豊富な漁場です。桑
名のはまぐりは身が大きく、
ふっくらと
して柔らかいのが特徴です。採れたは
まぐりやしじみを一晩砂出
ししてお届けいたします。大
粒のはまぐりは鮮度が良く
おすすめです。

美鹿山荘は日本のおいしい
「お米」
と
「水」
と
「素材」を使い、手間・ひま
かけて作りあげた米菓をお届けして
おります。
特にカレーのおせんべい
はメディアにも取り上げられ、芸能
人にも人気がある一品です。

現地・WEB
同時開催

※商品情報やご購入につきましては、QRを読み込み各ページ案内をご覧ください。

桑名シティホテル

桑名駅周辺宿泊施設情報

くわなパークホテル

住所：���-���� 三重県桑名市中央町�-��
電話番号：����-��-����
WEB : kuwana-cityhotel.co.jp

住所：���-���� 三重県桑名市寿町�-��-�
電話番号：����-��-����
WEB : park-hotel.co.jp

セントラルホテル

ステーションホテル桑名

住所：〒���-���� 三重県桑名市中央町�-��
電話番号：����-��-����
WEB : adumakanko.co.jp/central/

住所：���-���� 三重県桑名市中央町�-��-�
電話番号：����-��-����
WEB : adumakanko.co.jp/station/

主催

桑名市、桑名商工会議所、桑名市産業観光まちづくり協議会、
全国産業観光推進協議会、公益社団法人日本観光振興協会

つなぐ・ひろがる、桑名のめぐみ
第 �� 回

����年 全国広域観光振興事業

全国産業観光フォーラム in 桑名
���� 年11 /

18
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(水)
( 木)

基調講演・事例報告・パネルディスカッション
会場／ホテル花水木（ナガシマリゾート）

エクスカーション

- 産業観光コース(桑名市) -
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開会式・表彰式・基調講演・パネルディスカッション
会場

〈水〉

12:00
13:00 - 14:00

14:00 - 14:50

15:00 - 17:00

受付

ホテル花水木（ナガシマリゾート）

●

WEB 同時配信

産業観光まちづくり大賞 ���� 特別表彰 表彰式

�:�� 集合

基調講演『アフターコロナ時代における地域産業観光 - 面の観光を考える - 』

隆宏

氏

テーマ『産業観光による地域ブランディング』
■ コーディネーター

■ パネリスト

丁野 朗 氏

東洋大学大学院国際観光学部客員教授
ANA 総合研究所シニアアドバイザー
観光未来プランナー

■ アドバイザー

氏

全国産業観光推進協議会 会長
東海旅客鉄道株式会社 相談役

望月 照彦

氏

構想博物館キュレーター
多摩大学名誉教授

生駒 健二 氏

桑名

山田 立

氏

株式会社玉川堂

望月 精司 氏

執行役員

燕三条

番頭

小松

小松市にぎわい交流部長 兼 埋蔵文化財センター所長

（リモート出演）

『 アフターコロナ時代における地域産業観光 - 面の観光を考える - 』
講師

藤本 隆宏

氏

東京大学大学院経済学研究科教授

東京大学ものづくり経営研究センター長

【職歴】

���� 東京大学経済学部卒業、三菱総合研究所入社

り東京大学ものづくり経営研究

センター長に就任。���� 年より

「ものづくりインストラクター養
成スクール」を開講。���� 年よ
り 一般社団法人ものづくり改善
ネットワーク代表理事を務め、
各地域スクールの普及とネット
ワークづくりに尽力している。

桑名駅

�:�� ～ ��:��

津田学園小学校

津田学園小学校

エイベックス株式会社

基調講演

���� 年東京生まれ。���� 年よ

定員：�� 名程度

��:�� ～ ��:��

エイベックス㈱

��:�� ～ ��:��

THE FUNATSUYA（昼食）

費用：�,��� 円

時間：�:��‐��:��

��:�� ～ ��:��

��:�� 着 解散

六華苑 / 七里の渡し/ 揖斐川沿い散策 / 柿安本店

桑名駅

東京大学大学院経済学研究科教授 ／ 東京大学ものづくり経営研究センター長

パネルディスカッション

須田 寬

〈木〉

エクスカーション

コース：産業観光コース ( 桑名市 )

開会式

講師：藤本
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���� ハーバード大学ビジネススクール博士号取得（D.B.A）
���� ハーバード大学研究員

���� 東京大学経済学部助教授

���� リヨン大学客員教授、INSEAD 客員研究員

���� ハーバード大学ビジネススクール客員教授
���� 東京大学大学院経済学研究科教授（現任）

���� 東京大学ものづくり経営研究センター長（現任）

���� 一般社団法人ものづくり改善ネットワーク代表理事（現任）

変化の激しい未来を生き抜くため、アク
ティブラーニング型授業を展開し、最先端
の ICT 環境を活用して深い学びを実現して
います。当日は、小学生の清掃や配膳の様
子をご覧いただいたり、中学生による発表
をお聞きいただく予定です。

エイベックス株式会社

六華苑

切削・研削技術をもって現在では自動車部
品を中心に生産を行うとともに、工場見学
で海外のお客様を多数迎え入れ、周辺企業
への案内に繋げるなど産業観光を地域に根
付かせる活動にも取り組んでいます。

六華苑は鹿鳴館の設計で有名なイギリス人
建築家ジョサイア・コンドルによる洋館と、
池泉回遊式庭園を持つ和風建築からなる国
の重要文化財。地方に唯一現存するコンド
ルの建築物として注目されています。

出演者プロフィール
■パネルディスカッション
コーディネーター

東洋大学大学院国際観光学部客員教授
ANA総合研究所シニアアドバイザー
観光未来プランナー

丁野

朗氏

マーケティング・環境政策のシンクタンクを
経て、����年（財）余暇開発センター移籍。
����年（社）日本観光振興協会に移籍。
����年（株）
ＡＮＡ総合研究所シニアアド
バイザーに就任。
国土交通省、観光庁、経済産業省、文化庁、農林水産
省などの関係省庁委員や各地自治体の顧問（アドバイザー）、日本商
工会議所観光専門委員会学識委員などのほか、日本遺産選定委員や
全国産業観光推進協議会副会長なども務める。

■パネルディスカッション
アドバイザー

構想博物館キュレーター
多摩大学名誉教授

望月

照彦 氏

����年 静岡市出身
若き時代、世界の多くの地域・都市を歴訪、
都市民俗学を研究し、多摩大学にて
「社会
デザイン論」
という新しい分野を開拓する
など精力的に活動。
大学退任後、鎌倉に
「構想博物館」を開設し、未來
の社会のあり様を思念している。
『都市民俗学全５巻』など著作多数。

■パネルディスカッション
パネリスト

小松市にぎわい交流部長
埋蔵文化財センター所長

望月

精司 氏

����年 宮城県大崎市生。
����年に中央大
学文学部史学科を卒業し、����年より小
松市教育委員会学芸員となる。
以降、遺跡発掘調査に従事し、特に古
代窯業を専門とする。
����年には小松市埋蔵文化財センター所長に
就任し、����年の経済観光文化部長を経て現職。
なお、日本考古学協
会埋蔵文化財保護対策委員や日本窯跡研究会幹事等も務める。

七里の渡し

東海道の �� 番目の宿場町。ここの大鳥居
は、これより伊勢路に入ることから「伊勢
国一の鳥居」と称され、伊勢神宮の遷宮ご
とに建て替えられています。

揖斐川沿い

堤防に上がると、すぐ横には揖斐川が流
れており、遠方には長良川河口堰が見え
ます。住吉浦休憩施設では、
桑名名物
「ア
イス饅頭」が販売されており、市内外問
わず幅広い方に大変人気があります。

■パネルディスカッション
アドバイザー

全国産業観光推進協議会 会長
東海旅客鉄道株式会社 相談役

須田

寬氏

����年京都大学法学部を卒業し、日本
国有鉄道に入社。
����年東海旅客鉄道株式会社初代代
表取締役社長に就任。
����年同代表取締役会長就任。
����年東海旅客鉄道株式会社
代表取締役会長退任後、相談役就任。
産業観光の概念を日本に
紹介し、普及の為『新・産業観光論』等の著書を数多く出版すると
ともに、全国産業観光推進協議会会長など、観光振興に関する
活動に幅広く携わる。

■パネルディスカッション
パネリスト

株式会社玉川堂

山田

番頭

立氏

����年、新潟県生まれ。
百貨店での勤
務を経て、ものづくりの街・燕三条で���
年銅器を製作している株式会社玉川堂
に入社。
燕三条地域全体の産地の発展に尽力している。
昨年で�回
目だったオープンファクトリーのイベント
「燕三条 工場の祭典」
で
は�日間の会期で��,���人を超える来場者を動員。
旅行会社を立
ち上げ、年間を通じてお客様をお迎えする体制を整えている。

■パネルディスカッション
パネリスト
エイベックス株式会社

生駒

執行役員

健二 氏

����年に新卒第�期生としてエイベック
ス
（株）に入社し、主として営業部門を担
当。
����年に同社の執行役員に就任したのち、����年には子
会社（株）
イクシーの代表取締役を兼任。
現在では全国産業観
光推進協議会の執行委員会の委員にも就任し、産業観光の普
及や推進に尽力している。

