
・１４：００～ 開場
・１４：３０～ 第一部 プレゼンテーション
・１５：３０～ 第二部 交流会（ブース展示）
・１７：００ 閉会

第1回 地域の魅力発信セミナー

神奈川県横須賀市

概要
横須賀は、東京から１時間で来ることができ、美しい海、豊かな自然を楽しめる
都市です。
そんな魅力あふれる横須賀をご紹介いたします。

ブース
展示
内容

横須賀の魅力をお伝えするために横須賀の観光情報をご案内するとともに、
グルメを試食していただきます。
さらに、横須賀のグルメアーティストの「目で食べる」グルメも提供いたします。

長野県

概要
９月にG7長野県・軽井沢交通大臣会合が開催されるなど、長野県は国際会議や
スポーツ合宿の適地としてMICE誘致を進めています。移住したい県全国一位、
健康長寿日本一など長野県の魅力を伝えながら、MICEやスポーツ合宿の誘致
などについてＰＲします。

ブース
展示
内容

長野県は南北に広く、多様な文化や食を持った県です。今回は「食」では、県北
部のローカルフードでまさにいまが旬の「根曲がり竹」の試食を、「伝統工芸」で
は、県南部の飯田地方で全国シェア約70%を誇る「飯田水引」の実演を通して、
長野県の多様性を体感していただきます。

三重県鈴鹿市

長崎県壱岐市

都心から１時間。日帰りで楽しめるYOKOSUKAに来ませんか

外国人から見たNAGANOの魅力伝えます。

ものづくりのまち 鈴鹿

福岡からたったの1時間！ようこそ壱岐の「島」へ

平成28年６月３０日（木） 場所 ホテル椿山荘東京

概要
三重県鈴鹿市は、Ｆ１日本グランプリレースを開催する「鈴鹿サーキット」の名で
国内外に知られています。西に鈴鹿山脈、東に伊勢湾と豊かな自然に恵まれ、
奈良時代には国分寺が置かれるなど悠遠の歴史を有しています。伝統技術が受
け継がれる「鈴鹿墨」「伊勢型紙」といった伝統産業と、市の基幹産業である自動
車産業に代表される製造業をご紹介します。

ブース
展示
内容

伝統的工芸品「鈴鹿墨」「伊勢型紙」の製品展示と、鈴鹿墨の書道体験や伊勢型
紙彫刻体験、鈴鹿のお茶のふるまいなど、鈴鹿ならではの伝統文化の体験ブー
スを設けます。また、モータースポーツ関連産業が盛んであるため、Ｆ１日本グラ
ンプリの写真パネルや本市で製作されている自動車のミニチュア製品のほか、
市内の工業製品を展示します。

概要
九州最大都市・福岡市からたったの1時間で行ける壱岐の「島」。ブランド牛・壱

岐牛やマグロ・イカ・ウニなどの海の幸、エメラルドグリーンの海に天然温泉など、
まさにリゾートアイランドなのですが、海外からほとんど観光客が訪れていない、
未開発の宝の島なんです。11月のツアーでぜひ壱岐へお越しください。

ブース
展示
内容

壱岐の島は食の宝庫。壱岐市のブースでは、壱岐が世界に誇るブランド牛・壱
岐牛のローストビーフをご用意しています。またＷＴＯが認めた壱岐焼酎に壱岐
焼酎を元にした香り豊かなリキュールもご用意。ぜひ壱岐のブースでご試食・ご
試飲ください。

連絡先 外務省大臣官房総務課地方連携推進室
担当：小林加奈子，村山達郎

電話：03-5501-8491 FAX：03-5501-8073
E-mail:gaimu-renkei@mofa.go.jp

平成28年度



14:00～ Doors open
14:30～ Presentations
15:30～ Mingling and visiting booths
17:00 Closing

THE 1st REGIONAL PROMOTION SEMINAR

Yokosuka City in Kanagawa Prefecture

Come Enjoy a 1-day Trip to YOKOSUKA, Only 1 Hour From Tokyo

Nagano Prefecture The Charms of Nagano from a Foreigner’s Viewpoint

Suzuka City in Mie Prefecture Suzuka, a manufacturing town

Iki City in Nagasaki Prefecture Welcome to Iki Island! Just one-hour trip from Fukuoka

Thursday, June 30, 2016 Venue: Hotel Chinzanso Tokyo

Ms. Kanako Kobayashi and Mr. Tatsuro Murayama 
Local Partnership Cooperation Division, 

Minister’s Secretariat, Ministry of Foreign Affairs
Contact person Tel: 03-5501-8491 / Fax: 03-5501-8073

E-mail: gaimu-renkei@mofa.go.jp

Outline of the 
presentation

Yokosuka is only an hour away from Tokyo, and holds an abundant amount of 
nature and mountainous scenery, all while being next to the beautiful ocean.

Allow us to introduce this wonderful city to everyone.

Outline of the 
display

We would like to show the allure of Yokosuka, while providing sightseeing 
information, and also having everyone taste the delicious cuisine of Yokosuka.
We will also offer dishes from Yokosuka culinary artists, who display their food 
so wonderfully that you’ll be amazed just by looking at it.

Outline of the 
presentation

Through hosting events such as the G7 Transport Ministers’ Meeting in Karuizawa (September 
2016),Nagano prefecture is making great effort to promote itself as a prime location for 
hosting international events and as a MICE venue. Ranked No.1 in Japan for longevity and as 
the most desirable prefecture to live in according to Japanese nationals, Nagano uses its 
natural charms and beauty to encourage hosting sports training camps and other MICE events 
within the prefecture.

Outline of the 
display

As a large prefecture, Nagano is home to diverse cultures and foods. Here we would like 
visitors to experience the diversity of Nagano by giving them a taste of the local cuisine and an 
insight into the cultural heritage. Please try nemagaridake, a dish(currently in peak season) 
from the northern part of the prefecture. Please also enjoy a demonstration of Iidamizuhiki, a 
traditional craft from southern part of the prefecture. The Iida area currently produces 
approximately 70% of the entire nation’s mizuhiki crafts.

Outline of the 
presentation

Suzuka in Mie prefecture is well known for the Suzuka Circuit where the F1 Grand Prix is held. 
Suzuka is blessed with a beautiful natural environment, surrounded by the Ise Bay to the east 
and the Suzuka Mountains to the west. The city has a rich historical and cultural heritage.
Today we will introduce two traditional crafts-Suzuka calligraphy ink and Ise Katagami, which is 
a paper stencil. We will also talk about manufacturing in Suzuka, particularly the representative 
industry of automobile manufacturing.

Outline of the 
display

In addition to samples of Suzuka calligraphy ink and Ise Katagami, we will also provide hands-on 
experiences of these traditional Suzuka crafts. 
Suzuka has also flourished in the Motor sports industry. We will display photo panels of F1 
racing, miniature models of cars and industrial products.
Agricultural products are also abundant, especially green tea, samples of which will be provided.

Outline of the 
presentation

It takes only an hour from Fukuoka, the largest city in Kyusyu, to Iki Island. 
Iki is truly a resort island where you can enjoy all the blessings of nature including Iki beef (one 
of Japan’s best beef brands), seafood such as tuna, squid and sea urchin, emerald green ocean, 
natural hot spring, etc. However, there are only a few visitors from overseas so the island can be 
called as an unexploited treasure island. Take the opportunity of the tour by MOFA  to come 
and enjoy the island.

Outline of the 
display

Iki Island is rich in natural food. Roast beef of Iki beef, one of the well-known Japanese brand 
beef, will be served at our booth. You can also taste Iki shochu and luscious liqueur made from 
Iki shochu. Iki Island is a birth place of shochu distilled from barley and Iki shochu has been 
given WTO protection for the geographical indication of its place of origin. 

Fiscal year 2016 
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平成２8年６月 2３日 市政記者クラブ提供資料 

 

 

平成２８年度第１回「地域の魅力発信セミナー」について 

 

と き  平成２８年６月３０日（木）１４：３０～１７：００ 

１４：００～ 開場 

１４：３０～ 第一部 プレゼンテーション 

１５：４５～ 第二部 交流会（ブース展示・文化体験等） 

１７：００  閉会 

 

ところ  ホテル椿山荘東京 ホテル棟１階ボールルーム 

（東京都文京区関口２－１０－８） 

 

趣 旨  鈴鹿市と他３自治体が，外務省と共催し，駐日外交団等に対し地域の 

物産や観光等をプロモーションします。 

 

招待者  在京外交団、駐日外国商工会議所，駐日外国航空会社等 

  100名程度 

 

主催者  外務省，鈴鹿市，長野県，神奈川県横須賀市，長崎県壱岐
い き

市 

 

※「地域の魅力発信セミナー」とは 

 

地域の魅力発信セミナーは，外務省が，日本の各地方の魅力を外交団に対して

発信する事業であり，近年，自治体を始めとする地域で取り組まれている姉妹・

友好都市交流，貿易振興，投資・観光誘致等，多様な国際的活動を支援するため，

外務省が自治体と駐日外交団の間の架け橋となり，自治体が外交団に対し地域

の諸情報を発信する場を提供する事業です。 

 

１ 第一部 プレゼンテーション 

 

■所要時間 各 15分×4自治体 

 

■テーマ  ものづくりのまち ＳＵＺＵＫＡ 
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■プレゼンター 

 鈴鹿市長 末松 則子 

伊勢型紙 伝統工芸士 内田
う ち だ

 勲
いさお

氏 

 鈴鹿墨  伝統工芸士 伊藤
い と う

 忠
ただし

氏 

 

２ 第二部 交流会 

 

■自治体ブース 

①料理コーナー 

ホテルが，各自治体の希望する食材・飲料を購入・調理し，提供します。 

・作 中取り（清酒・清水清三郎商店㈱） 

・鈴鹿のお茶 冷茶（ＪＡ全農みえ 北勢茶センター） 

・鈴鹿抹茶をクリームに使ったマカロン 

（ホテル椿山荘東京オリジナルスイーツ） 

  ・さくらポークのロースト（ヤマザキファーム） 

  ・鈴鹿抹茶のリーフパイ（鈴鹿市観光協会） 

 

②実演料理コーナー 

各自治体 1品程度を料理人が天ぷらやステーキに調理して提供します。 

  「穴子の天ぷら」「ハナビラタケの天ぷら」 

・穴子（鈴鹿市漁業協同組合） 

・ハナビラタケ（鈴鹿はなびらたけ工房） 

・鈴鹿抹茶塩（鈴鹿抹茶ブランド化研究会） 

 

③展示コーナー 

・N-ONEのミニチュア（本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所） 

・サランラップ（旭化成㈱ 鈴鹿事業場） 

・バイクのマフラー素材でできたタンブラー 

（㈱モリワキエンジニアリング） 

  ・F１，８耐，鈴鹿バルーンフェスティバル写真（鈴鹿市） 

  ・鈴鹿抹茶（鈴鹿抹茶ブランド化研究会） 

・伊勢型紙の製品（伊勢形紙協同組合） 

・鈴鹿墨の製品（鈴鹿製墨協同組合） 

 

④体験コーナー 

鈴鹿市の伝統的工芸品にふれあう体験を実施します。 

・伊勢型紙の彫刻体験（しおり作り） 
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・鈴鹿墨を使った書道体験（うちわへ書道体験） 

 

会場配置図 

 
 

 

 

 

■問い合わせ先 

 地域資源活用課 地域資源活用Ｇ 谷本 南谷 

電 話 059-382-9016 （内線 3621） 

ＦＡＸ 059-382-0304 

 

① 

② 

③ 

④ 

長野県 

横須賀市 

壱岐市 

鈴鹿市 


