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楽しいイベント盛りだくさん！
11 月 2 日（日）

11 月 3 日（祝）
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役 立つ情 報盛りだくさん！
11 月 4 日（火）

WELC OME TO C huo C it y

11 月 5 日（水）

「第15回中央区産業文化展（へそ展）」開催概要

10：00

10：00〜10：30

オープニングセレモニー

中央区内の主要な産業について、その活発な事業活動の様子を皆さまにご紹介します。今回は「産業と環境」をメインテーマに、中央区のものづくり文化との出会いの場と

11：00

10：30〜11：00

して、
さまざまな“粋”を６つの切り口でご紹介しています。
どの産業のどんな個性があるのか、皆さまも想像して会場で実際にお確かめください。

12：00

エコロジー川柳コンテスト表彰式

本日は「中央区産業文化展（へそ展）」にご来場いただき、誠にありがとうございます。中央区産業文化展実行委員会との
共催により15回目の開催を盛大に迎えることができましたことを大変うれしく思っております。

鋭いエコ視点で詠まれた「エコ川柳」を発表します！
ご応募いただいたエコ川柳、約996作品のなかから、優秀作品の発表と表
彰を行います。日々の暮らしのなかで、
くすっ…と思い出してください。

11：00
12：00

12:30〜13:10

12:30〜13:10

第15回記念トークショー

八木節ステージ

産業文化展は印刷・製本をはじめ金属、建設、繊維、情報、通信、食品など本区の代表的産業を皆さま方に広く紹介すると
ともに、地域産業教育の一環として次代を担う子どもたちに各種産業の歴史や将来展望について理解を深めていただこうと、
さまざまなテーマを設定して一年おきに開催しております。

キースピーカー：桐山勝さん（NPO法人「江戸しぐさ」副理事長） 出演：桐生八木節連絡協議会
提供：桐生市役所観光交流課
ゲスト：林家木久扇さん（落語家）
12：00〜12：30

12：00〜12：30

ドラえもんショー＆握手会
みんな大好き！ドラえもんと遊ぼう！

仮面ライダーキバショー
＆握手会

わくわく度満点、ゆかいなドラえもんショーを開催！
見どころ満載で、
ご家族揃ってお楽しみいただけます。
ショーの後は握手会もあるよ！ （16:00から再演あります）

人気シリーズの最新版、仮面ライダーキバが登場！
環境を破壊する敵と戦うキバに、熱い声援を送ろう！
握手会もあるよ！ （16:00から再演あります）
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13：00

「江戸以来の伝統に現代の生き方を学ぶ」
〜江戸しぐさに学ぶ 現代人の「粋」な生き方とは〜
中央区が誇る江戸以来の伝統文化をひもとき、そのなかに、今にも通じる
現 代 性に注目。専 門 家やビジネスパーソンたちに知 名 度の高いゲストと
キースピーカーが繰り広げる、現 代 人の粋な生き方についての興 味 深い
トークセッションです。

今回は「産業と環境」をテーマに、各種産業における環境への取組みをご覧いただくとともに、本区の産業の魅力を体験で
きるコミュニケーション型として開催いたします。
また事前に募集した「エコロジー川柳コンテスト」や「エコトークショー」など、

伝統の八木節を披露します

中央区長

矢田

桐生市＆近隣町村の八木節愛好会25チームで構成される桐生八木節連
絡協議会では、伝統ある八木節を後世に継承するために活動中です。桐
生市では、桐生八木節キャンペーンスタッフを一般から公募し、養成講座
修了後１年間、PR活動に携わるシステムも。有志たちの晴れ姿をご覧いた
だきます。

この産業文化展を契機に本区の産業がよき伝統を承継しつつ、未来に向けさらに大きな飛躍と発展を遂げることを心から
ご協賛いただきました各社に厚く御礼を申し上げ、
ごあいさつといたします。

13：00

14：00

15：00

16：00

着物ファッションショー（東京織物卸商業組合）

チアリーディングステージ（日本橋チアリーダーズ）

一般参加の着物のファッションショー

地元小・中学生たちの華やかなステージ

大好きな着物や自慢の帯、お気に入りの和小物などで、こだわりのコーディ
ネイトを楽しんでいる人たちによる「私きものファッションショー」を開催しま
す。出演は、歴代のきものの女王や留学生など、外国人も含む一般の方々
です。どうぞ着物の楽しさ、面白さをご覧ください。

地元の小学１年生から中学１年生まで、26名で構成されたチアリーディン
グチームによるステージ。地 域のイベントや大 会に出場し、地 域の皆さん
と交流を深めてきました。今回、へそ展のために重ねてきた練習の成果を
ご覧ください。

講師：水野雅生会長（中央区工業団体連合会）

14：00

中央区工業団体連合会会長による講演です。
中央区には数々の“初めて”があります。印刷・製本の発祥、学問の始まり、
歌舞伎園芸の始まり…などなど。映像を交え、区の郷土史に造詣が深い、
中央区工業団体連合会・水野会長が自ら演壇に立って語ります。また会場
内に、公演にちなんだ貴重な資料も展示しているので併せてご覧ください。

本日は、
「“粋”を受け継ぐ中央区。EdoからEcoへ」をコンセプトに開催いたしました「第15回中央区産業文化展（へそ展）」に

第 回
中央区産業文化展

「中央区初めて物語」

13:00〜13:40

ご来場いただき、誠にありがとうございました。
私たちは、
中央区内の代表的な産業界が日々営んでいる事業活動の一端を、
皆さまにご紹介できることに大きな喜びを感じています。
今回は会場内を“粋”のコンセプトのもと、
「粋な技術」
「粋な暮らし」
「粋な装い」など6つのゾーンで展開し、伝統の技から
最先端の技術までさまざまな“粋”を皆さまに感じていただくイベントをめざしました。
また、エコロジーに対する取組みを皆さまに

14:00〜15:30

身近に感じていただこうと、各種産業のエコロジーへの取組みを紹介しています。

「社内の知的財産の見つけ方・活かし方」

私たちがかたちづくる未来への産業資源を是非ご覧ください。そして、
これからも区内産業を暖かくご支援くださいますよう

講師：久米信行さん（久米繊維工業株式会社 代表取締役）
提供 : 東京商工会議所 中央支部

中央区産業文化展
実行委員会委員長

水野

身近な知的財産、見落としていませんか？
「知的財産」は、特許や商標、著作権ばかりではなく、普段使っている技術
上・営業上のノウハウや人脈なども含まれる、実はたいへん身近なもの。今
回のセミナーでは、そうした「 社内に存在する知的財産 」を見つけ出し、事
業機会を引き出すためのポイントについて、具体例を挙げて解説します。

14:00〜14:45

14:00〜14:40

帯手前ショー（東京織物卸商業組合）

主婦向けECOトーク

無限のバリエーションが楽しい帯結びを披露

ゲスト：松居 一代〈タレント〉

和装の礼法と茶道の精神が身につく着物の魅力を楽しくお伝えしていま
す。今回は、日本伝統の帯結び（五大基本形）
に現代風アレンジを加え、無
限のバリエーションを生んだ帯結びを「帯手前」
として披露します。表現力
豊かな和装の世界をお楽しみいただけます。

お掃除の達人、松居一代さんによるエコトークショー

15：00

15:00〜15:40

「百万都市Edoの庶民のEco生活」
冬講座のなかから、江戸文化講演をご紹介
早稲田大学の生涯学習機関として、学ぶ意欲のあるすべての人々に年間
約1500講座を提供する早稲田大学エクステンションセンターから、八丁堀
校の2008年度冬講座をご担当いただく江戸歴史文化研究家の菅野俊輔
氏に、
「江戸のエコ生活」をテーマにご講演いただきます。

15:00〜15:40

15:00〜15:40

フラダンスステージ（カフラオマヌワイオル）

民踊ステージ（中央区民踊連盟）

疲れた心も体も、Hulaでリフレッシュ！

おなじみの盆踊りと沖縄民踊を披露します

自然を感じ、すべてのものに愛を感じて踊るハワイの踊り、Hula。
都会暮らしのなかで疲れた心や身体も、Hulaにふれてリフレッシュさせて
ください。子供から年配の方まで、それぞれ魅力的なHulaを披露します。
出演者一同、はりきって皆様の心に届くHulaを踊ります！

踊りの大 好きな人たちの輪が作り上げた中 央 区 民 踊 連 盟は、5 0 年の節
目を迎えました。ボランティアを通して地 域に踊りの輪を広げてきました
が、今回は皆様おなじみの盆踊りと沖縄民踊のアサドヤマンタ？を踊りま
す。ぜひ一緒に楽しんでください。

16：00〜16：30

16：00〜16：30

ドラえもんショー＆握手会
みんな大好き！ドラえもんと遊ぼう！

仮面ライダーキバショー
＆握手会

わくわく度満点、ゆかいなドラえもんショーを開催！
見どころ満載で、
ご家族揃ってお楽しみいただけます。
ショーの後は握手会もあるよ！

人気シリーズの最新版、仮面ライダーキバが登場！
環境を破壊する敵と戦うキバに、熱い声援を送ろう！
握手会もあるよ！
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※都合により、内容・時間が変更になる場合があります。

16：00

16:00〜16:40

「 銀 座ミツ バ チ プ ロ ジェクト」

16:00〜16:40

「木版画の魅力」

講師：田中淳夫さん（NPO法人 銀座ミツバチプロジェクト）

講師：渡邉章一郎さん（渡邉木版美術画舗 代表取締役）

銀座のハチミツをお味見ください

版元による、版画に見る中央区の歴史講座

2006年春、銀座周辺で働く有志が集まり、ビルの屋上45mの場所でミツ
バチを飼うプロジェクトがスタートしました。都市と自然環境の共生を目指
し、採れたハチミツは銀座の技として次々とスイーツなどの商品になってい
ます。話題のプロジェクトのご紹介とともに、試食もお楽しみください。

明治42年（1909年）、京橋に創業し、銀座8丁目へ移って80数年…
多種多様な版画を扱う画廊兼版元の渡邉木版美術画舗より、3代目・渡邉
章一郎氏をお招きします。浮世絵から現代版画まで、中央区が描かれた数
多くの版画作品のなかから10数点を選び、解説をまじえながら作品をお楽
しみいただきます。

17：00

ガイド
ブック
中央区・中央区産業文化展実行委員会

17:45〜18:00

●へそ展に関するお問合せ先：中央区 商工観光課

電話：03-3546-5329

●ホームページ：http://www.chuo-shokogyo.jp/

無料のバスや船が区内を走ります。当日、中央区産業文化展の会場（晴海トリトンスクエア）にお越しの際も、ご利用ください。

フィナーレ
※都合により、内容・時間が変更になる場合があります。

雅生

お願いします。
おわりに、共催の中央区をはじめ、
ご協力いただきました各産業関係者、
ご協賛各社に対しまして、厚く御礼申し上げます。

ご協賛いただいた企業・団体

講師：菅野俊輔さん（江戸歴史文化研究家）
提供 : 早稲田大学エクステンションセンター 八丁堀校

主婦層に大人気！自らも日々のエコロジーに関心を持ち、日常生活でも実
践している松居一代さんをゲストにお迎えしてのトークショーです。
すぐにでも実践できるエコなアイデアを、たっぷりと伝授してもらいます！

エコロジーにまつわる企 画を通じて環 境に関 する意 識を高めていただけるよう工 夫いたしました。
さらに第 1 5回を記 念 する
トークショーや展示などもご用意しております。
期待いたしております。最後に、
ご尽力くださいました実行委員会の皆さま方のご熱意とご努力に深く敬意を表しますとともに、

13:30〜14:30

13:00〜13:45

美英

11月2日（日）のみ同時開催

中央区まるごとミュージアム

中央区、
中央区文化・国際交流振興協会共催

●中央区まるごとミュージアムに関するお問合せ先：中央区 文化・生涯学習課 文化振興係

電話：03-3546-5346

有限会社 アート・レイアウト
朝日新聞社
油矢製本 株式会社
石塚産業 株式会社
有限会社 宇佐見紙工
宇野印刷 株式会社
株式会社 榮太樓總本鋪
株式会社 越州社
株式会社 ＮＴＴ東日本−東京中央
株式会社 王子堂
株式会社 王友社
勝田機械販売 株式会社
神林印刷 株式会社
株式会社 城所紙工
株式会社 久栄社
株式会社 クルー
株式会社 河野商店
コニシ印刷 株式会社
小宮山印刷 株式会社
株式会社 小森コーポレーション
株式会社 相谷組
株式会社 桜井グラフィックシステムズ
三幸建設工業 株式会社
株式会社 シグナルフォート
株式会社 昇寿堂
昭和信用金庫 京橋支店
新和企業 株式会社
スドウナンバー

誠文社印刷 株式会社
有限会社 関口製本所
大成印刷 株式会社
大東印刷工芸 株式会社
大日本ピーアール 株式会社
大立製本 株式会社
ＮＰＯ法人 地域の防災と町づくりを研究する会
中央区観光協会
中央厚生事業協同組合
月島金属工業協同組合
月島建設 株式会社
月島工業会
株式会社 恒本紙工所
坪井工業 株式会社
東京織物卸商業組合
社団法人 東京グラフィックサービス工業会
社団法人 東京グラフィックサービス工業会中央支部
東京商工会議所 中央支部
ＮＰＯ法人 東京中央ネット
東京中小企業家同友会中央区支部
東京都印刷工業組合
東京都印刷工業組合京橋支部
東京都印刷工業組合日本橋支部
東京都製本工業組合京橋支部
東群製本 株式会社
株式会社 東洋化学商会
株式会社 德祥
永井印刷工業 株式会社

株式会社 永井機械製作所
株式会社 ナカニワ印刷
株式会社 長山製本
西和印刷 株式会社
日本橋産業協会
ハイデルベルグ・ジャパン 株式会社
株式会社 博伸社
有限会社 羽生印刷
晴海トリトンスクエア
萬世建設 株式会社
ピービーエム 株式会社
富士フイルムグラフィックシステムズ 株式会社
株式会社 文海堂
株式会社 ホリゾン東テクノ
松川印刷 株式会社
丸善機工 株式会社
ミズノプリテック 株式会社
深山建設 株式会社
もがみ紙工 有限会社
株式会社 モリイチ
株式会社 森山印刷
株式会社 山櫻
株式会社 ヤマダクリエイティブ
株式会社 ヤマト
株式会社 山本製本所
株式会社 山本海苔店
※敬称略（五十音順）

F L OOR GUIDE

INFO RMAT ION

FLOOR GU IDE

受け継いだ江戸の粋と職人の心意気を感じてください。

東京の元気を支える縁の下の力持ち。
中央区の明日のビジネスを応援します。
ようこそ粋の世界へ
7

回

地球環境と人にやさしい企業を目指す小津グループが手がけるビジネス
は、伝統の和紙から、先進の技術分野において不可欠となった不織布、
快適な生活をサポートする日用品分野、そして、革新的な農業を実現させ
るアグリカルチャーまで大きく広がりました。
これからも市場の先を見つめていきます。

5

和菓子に熱い思いを寄せた職人が経験で培った技と心、厳選素材へのこだわりをもって謹製している豊寿庵の
大福。
とくに塩大福はご好評いただいている逸品です。
製造直後に冷凍され、再生資源となる発泡スチロール包材に包み、全国に配送しています。
丹念に造られた味わい、風味をご賞味ください。

18

15
16

局

受付

各種専門包丁、園芸用鋏など各種鋏なども取り揃えています。
ご贈答用にも喜ばれる、高い品質をご紹介します。

11

NPO法人 地域の防災と町づくりを研究する会
世界史上類を見ないエコ社会を作り上げた江戸時代を見直し、地球にやさしい町づくりを主な研究テ
ーマにしています。
また、災害に伴う防災対策など研究に基づく情報を提供したり、公共施設等の指定管理者業務など、
社会の安全のためにサービスを提供しています。

19

15

20

4

16

月島工業会／月島金属工業協同組合
月島の地にしっかりと根付いたモノ作りの「技」
「エコロジーへの
取組み」を、製品と写真パネルでご紹介します。特に今回は、代
替エネルギー、創エネルギー、省エネルギーなど、エコロジーに
関する事業をたっぷりとご紹介します。

中央エフエム株式会社
中央区と防災協定を結んでいるコミュニティーＦＭですが、Web.テレ
ビ、番 組ブログなど、中 央 区に住んでいる人 、勤めている人 、訪れる
人のための地域メディアへと変身中です。
通信・情報ネットワークを活用し、
エネルギー消費を少なくすると同時に、
「子供とためす環境まつり」など地域の
環境活動の広報を支援しています。

※絵本『銀座で生まれたペンギンパンダ』
を素材
に、制 作 〜 印 刷までの 絵 本 作りをパネル 等
で紹 介します。作 家・もりとるい氏の協力で、
同キャラクター“ギンザペンダ”の絵はがきを
来 場 者に配 布 。もりとるい氏 著 作の絵 本も
販売します。

印刷に関する情報交換、最新技術の習得、地域社会への貢献を目的に
活動している東京都印刷工業組合では、環境に配慮した大豆油イン
キ、FSC認証紙の使用をユーザー様へ働きかけるよう勉強会などを実
施して、エコに取り組んでいます。
多様な技術を持ち、中央区の地場産業の一翼を担っている製本業界で
は、廃棄される紙（断裁された紙、余った紙）
を古紙回収業者の手を借り
て再生させ、1世紀にわたり循環型リサイクルに取り組んできました。
さらに、東京グラフィックサービス工業会では、印刷関連業における環境
問題について原因や対応策をまとめたパンフレットを制作してお客様へ
配布・啓発するなど、
さまざまに取り組んでいます。

H3600

江戸のエコを受け継ぐ中央区の産業がまるわかり！
見て触って味わって、
江戸町探索気分をお楽しみください。

東京都印刷工業組合 京橋支部／
東京都印刷工業組合 日本橋支部／
東京都製本工業組合 京橋支部／
東京グラフィックサービス工業会・中央支部

NPO法人 東京中央ネット
中央区のインターネット局として、地域活性化を目的に、中央区に住
む人、働く人、訪れる人のためのポータルサイト運営を目指していま
す。エコロジーに関しても、中央区固有の文化と江戸時代からの伝
統の啓発に努めています。
今回のブースは、今年度経産省事業に採択された「 浮世絵で彩る
日本橋 “Japan Beauty from Edo-Toyko” 日本橋美人博覧会」
（10月24日〜11月9日）
のサテライト会場としてご紹介します。

粋な技術

東京銀座三光
刃物鋼として最秀の鋼を使用し、伝統の鍛造技術をもって一丁一
丁火造りした手打ち包丁の逸品は、研ぎ直しすることによって末永
くご愛用いただけます。

中央区支部

朝日新聞社
朝日新聞社では、2001年「朝日新聞環境憲章」を制定しました。CO 2 削
減、計画の推進に努め、全国の工場でISO14001認証を取得するなど、
全社をあげて環境改善に努めています。
ブースでは、報道写真展「北京五輪・日本のメダリストたち」を開催。朝日
新聞カメラマンが撮影した感動のシーンを大判の写真プリントで紹介します。
また、会場内では「へそ展」恒例の「スタンプラリー」を行います。今回は、
朝日小学生新聞でおなじみの「落第忍者乱太郎」が４つのスタンプで登
場。ラリー参加者には記念品をご用意しています。奮ってご参加ください！

東京商工会議所 中央支部

東京中小企業家同友会

NTT東日本-東京中央
NTT東日本グループでは、自らの事業活動だけではなく、情報通信サービスの提供を通じて社会全体の環
境負荷の低減に貢献しています。
今回は、NTT東日本の次世代ネットワーク
（NGN）
を活用した、光でできるサービス
…フレッツテレビ、光ホームカメラ、緊急地震速報などの紹介、展示、体験を、
ご家庭向けと事務所向けに分けてご用意しています。
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意外に知られざる中央区の地場産業。
エコにも真摯に取り組んでいます。

3
6 9

17

全国約4万名の経営者が参加する経営者団体です。異業種の経営者
同士が集って、
ビジネス情報交換会を開いたり、歴史探訪ウォークなど
文化・スポーツ企画を楽しんだりと、気軽に、
そして本音で付き合える会
です。今回は、会員企業から多彩な商品が出品された、ボランティアバ
ザーを開催します。

務

事

営

運

14

東京電力株式会社 銀座支社
今注目を浴びている、環境にやさしく省エネルギーで経済的な電気自動車。
東京電力は、地球温暖化やエネルギー資源枯渇などの諸問題に、電気自動車の開発で取り組んでいます。
今回は自動車メーカーと共同開発中の、新しい電気自動車をご紹介します。

株式会社 魚久

エコ

7

NPO法人 東京都中央区中小企業経営支援センター／
社団法人 中小企業診断協会東京支部 中央支会

明治11年（1878年）、
日本初の商工会議所として設立された東京商工会議所は、今年で130年を迎えまし
た。その発祥の地として記念碑を設けられているのが、中央区銀座です。
平成19年10月からは「中央区のエココミュニティ化に関する提言」に基づき、職員一人一人の省エネ意識
の徹底を図っています。今回のブースでは、初代会頭・渋沢栄一翁から、
日本の経済発展に関わってきた東
商の130年の足跡を放映します。

点字ブロック
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粋な暮らし
10

8

2

エコな暮らしに大きく貢献する、次世代に向けた研究が進行中です。

魚介類を漬けた伝統の味、京粕漬の専門店です。
人形町に構えた老舗日本料理店で受け継いできた、
旬を生かす職人技でつくり上げる奥深い味わいを、
ぜひお試しください。お持ち帰り用には、簡素化したパッケージ、
あるいは再生紙を使った手提げ袋でお手渡しいたします。
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小津和紙

株式会社 豊寿庵
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江戸っ子の象徴ともいえる半纏をはじめ、暖簾・手拭・袋物などを制作
する、江戸・東京に残る染元です。
図 案 、塑 彫 、染 色 、仕 立など、各々に適した職 人たちをまとめ、誂え
ていきます。
伝統を継承しつつ、染物の新たな可能性を引き出すべく、オリジナル
デザインの江戸染物を創作しています。
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有限会社 高虎商店

21

付

3

14
都内7店舗の直営店とデパートでご提供している、
鰻の蒲焼き、
うなぎ弁当をご紹介します。
信頼できる生産者からのみ仕入れた安心かつ安全な鰻を選び抜
き、職人が心を込めて焼き上げる、極上の味わいです。2010年を
目標に、我々に確実にできること、を考え、環境へ配慮した取組を
行ってまいります。

中 央 区 内で商いをしている老 舗 和 菓 子 屋 、3 8 店 舗が
集まった組合です。日本の文化である和菓子の魅力を、
中央区から発信します。
和菓子職人が腕を振るった各店自慢の和菓子を、
目と舌とでお楽しみください。

展

受

株式会社 登亭

口
入

合

顧

8

中央区和生菓子組合

ＥＶ

粋な情報

中小企業診断協会東京支部中央支会は、中小企業診断士資
格を有する約1600名の会員で構成され、中央区、港区、千代田
区、文京区を中心に、中小企業発展のために尽力しています。
NPOちゅうおう経営支援（愛称）
は、中央区において、主に経営
支援等の事業を行うことにより、地域の発展のために役立ちた
いと考えています。

総

2

元来おむすびは、旅の友として消費期間が長いものでした。
まして天ぷらを具にした「天むす」なら、生ものを使用していないので
安心です。日本のエコロジーのため、食べ物の廃棄を減らすために、
冷めても美味しいおにぎり作りに取り組んでいます。

12

【

月島のもんじゃ焼き屋が集まってできた協同組合です。
集客を第一の目標に協力しあい、組合員自らが
広告・宣伝、
イベント開催などに奮闘しています。
組合事務所では関連グッズを販売したり、
インフォメーションセンターとしても情報発信中。
本場、
月島のもんじゃをお楽しみください。

会場
マップ

株式会社 味天（築地天むす）

EV

月島もんじゃ振興会協同組合

オフィスタワーX

1

暮らしにビジネスに観光に、確かな情報を確かな技術でお届けします。

粋な明日へ

オフィスタワーY

IN FORMATION

新たな魅力を放つ日本伝統の装いに、いま再び注目です。
粋な装い
21

（財）繊維貿易会館／東京織物卸商業組合
「日本の心を着る」をテーマに、
きものを中心に日本の伝統文化の魅
力を楽しく伝えます。
また、過去のへそ展でも取り上げ、エコが叫ばれる以前よりお伝えし
てきた「風呂敷」の機能性や魅力を、今回あらためて実演と展示でご
紹介します。
プレゼントもあるのでお見逃しなく
！

※写真は過去の開催時のものです。 ※出展団体・内容等が変更になる場合があります。

