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楽しいイベント盛りだくさん！ 役立つ情報盛りだくさん！ WELCOME TO Chuo City

　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んにご紹介します。今回は「ものづくりと環境」をメインテーマに、中央区のものづくり文化との出会
いの場として、“心”を込めたものづくりを各コーナーでご紹介しています。どの産業にどんな心が込められているのか、皆さんも想像して会場で実際にお確かめください。

　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区と
の共催により１６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。
　産業文化展は印刷・製本をはじめ金属、建設、繊維、伝統工芸、食品など本区の代表的な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。
　今回は「ものづくりと環境」をテーマに、各種産業の心を込めたものづくりをはじめ、エコや安全に配慮した商品開発への取
組みなどをご覧いただくとともに、出展者と参加者とのふれあいを通じて本区の産業の魅力を体験できるコミュニケーション型イ
ベントとして開催いたします。また展示だけではなく、ファミリー向けのコーナーや環境に関する講演、各種団体によるステージイ
ベントなどもご用意しております。
　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、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。
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中央区長

矢田　美英

　本日は、「ＭＯＮＯ心（モノごころ）、ＥＣＯ心（エコごころ）。中央区ＭＯＮＯ物語」と題し開催いたしました「第１６回中央区産業文
化展」（へそ展）にお越しいただき、誠にありがとうございました。
　私たちは、中央区の代表的な産業に従事しているという誇りを持ち日々事業活動を営んでおります。
　この度、１６回目を迎えるこの産業文化展（へそ展）において、その活動の一端を皆さまにご紹介できることを大変光栄に思っております。
　今回は、“ＭＯＮＯ心、ＥＣＯ心”のコンセプトのもと、伝統の技から最先端の技術までさまざまな“心”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、ものづくりに対する思いを皆さまに感じていただこうと、各種産業のものづくりへの取組みなどを紹介しています。
　４日間という短い期間ですが、精一杯日頃の活動をご紹介させていただきますので、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温かくご支援くださいますようお願いします。
　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。

中央区産業文化展
実行委員会委員長

水野　雅生

11月2日（火） 11月3日（水・祝）

オープニングセレモニー

※都合により、内容・時間が変更になる場合があります。 ※都合により、内容・時間が変更になる場合があります。

10：00～10：30

エコモノワークショップ
11:00～12:00

ソーラーパワーでブルブル動き出すバッタ
作りで、エコなソーラーエネルギーを体感
していただきます。
参加人数40名様
（当日10：00より会場受付にて整理券配布予定） 

エコで楽しいものづくり体験

中央エフエム 親子で作ろう懐かしのラジオ
11:00～12:00

親子で楽しむワークショップです。世界に一つしかな
いオリジナルラジオを作りましょう。自分たちで作った
ラジオから流れる音はどんなかな・・・。
参加人数各20名様
（当日10：00より会場受付にて整理券配布予定）

日本工業大学　ものづくり環境学科 出前授業①
12:30～13:30

この授業では、普段何気なく口にしている食べ物が口に入るまでに運ばれ
ている距離を表す「フードマイレージ」という、ちょっと耳慣れない指標につ
いて、その考え方を学びます。そしてイチゴショートケーキやカレーライスを
題材として取り上げて、日本の食の様々な問題を改めて考えてみます。

イチゴショートケーキから、日本の「食べ物」について考えてみよう

第一部：『一人で楽しく帯結び×踊る日本の心』
13:15～14:30

一人で楽しく文庫結びができるよう、わかりやすく簡単に指導・実演します。
着物の素晴らしさを実感していただき、踊りで日本の心を表現します。

第二部：『帯手前』
茶道の和敬静寂の精神を学び、和装の礼法を身につけ、表現力豊かな帯
結びのバリエーションをお楽しみいただきます。

フラダンスショー Mahaloha（マハロハ）
14:45～15:30

Aloha!! カフラオマヌワイオル マヌワイ昌美とヴェリナフラスタジオ 西山
絵里子より心１つに私たちのHeartをGiftいたします。
ようこそ！！皆様、最後までどうぞお楽しみくださいませ。

中央区老舗企業塾トークセッション
「和菓子の魅力・中央区に生きる“味”と“のれん”」

14:00～14:45

中央区元気踊りステージ
15:45～16:30

「口上」「白浪五人男」（稲瀬川勢揃いの場）
14:00～14:45

日本橋チアリーディングステージ
13:00～13:45

15:00～15:45

16:00～16:45

18:00～19:00

わくわくドキドキ！名探偵コナンが会場にやってくる。
見どころ満載で、ご家族揃ってお楽しみ頂けます。
ショーの後は握手会もあるよ！
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名探偵コナン着ぐるみショー
12：15～13：00

「少年探偵団への挑戦状！？」

昔なつかしい紙芝居に、パフォーマ
ンスが融合され進化しました。子ども
からお年寄りまで一緒に楽しめる、
「へそ展」書き下ろしのストーリー。

渋谷画劇団
「パフォーマンス紙芝居」

昔なつかしい紙芝居に、パフォーマ
ンスが融合され進化しました。子ども
からお年寄りまで一緒に楽しめる、
「へそ展」書き下ろしのストーリー。

渋谷画劇団
「パフォーマンス紙芝居」

12：15～12：45

15：00～15：30

八木田浩史 教授

話し手：中央区和生菓子組合　提供：東京商工会議所中央支部

渡邊木版画美術画舗 渡邊章一郎さん

江戸文化研究家 早稲田エクステンションセンター講師 菅野俊輔さん

出演：（財）繊維貿易会館・東京織物卸商業組合・東京きもの染洗協同組合

出演：Ka Hula O Manuwai Olu & Welina Hula Studio
　　  カ   フラ  オ   マヌワイ   オル 　 ヴェリナ  フラ  スタジオ

日本工業大学　ものづくり環境学科 出前授業②
12:30～13:30

交通渋滞は排気ガスを多く出すなど環境に悪い影響を与えます。この授業で
は、コンピューターシミュレーションを使い、どのようにクルマは渋滞するのか、
解消するのか、みなさんの感性と直感に訴えかけてお話しします。同時に、環境
と一緒に生活する社会を創り出していく必要性を感じてもらいます。

ぼくは“交通”管制官～渋滞のないクリーンな“みちづくり”～
鈴木宏典 講師

出演：日本橋ゴールドウィング

出演：新富座こども歌舞伎

出演：中央区民踊連盟

中央区にゆかりの深い「日本にデモクラシーを
伝えたジョン万次郎、坂本竜馬、福澤諭吉」

13:45～14:45

生粋の中央区っ子である水野雅生会長が、研究してきた郷土の歴史について講
演します。今回は第2弾として中央区に所縁の深い人達の中から、日本にデモク
ラシーを伝えた「ジョン万次郎・坂本龍馬・福澤諭吉」についてお話いたします。

中央区工業団体連合会 水野雅生会長

ご協賛いただいた企業・団体

「第16回中央区産業文化展（へそ展）」開催概要

平日 午前10時～午後7時／日・祝日 午前10時～午後5時

2010年
　月  　日（日）　 月   日（月）　日（火）　日（水・祝）10 31 11 1 2 3
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わくわくドキドキ！名探偵コナンが会場にやってくる。
見どころ満載で、ご家族揃ってお楽しみ頂けます。
ショーの後は握手会もあるよ！
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名探偵コナン着ぐるみショー
15：45～16：30

「少年探偵団への挑戦状！？」

120周年を迎えた中央区和生菓子組合から、和菓子屋のご主人をお迎えし、
和菓子の魅力や文化性、さらに企業経営などについてお話しいただきます。

画像で楽しむ浮世絵の歴史

京橋に明治42年創業の浮世絵版画の版元・版画商。大正14年より銀座8丁
目並木通りに移転。三代目、渡邊章一郎さんはTV番組「開運なんでも鑑定
団」の鑑定士としても活躍中。45分間で約50点の名品をご覧いただきます。

江戸の職人に見るＥＣＯ心

江戸では庶民の大半が魚や野菜を売る行商人だったのですが、そのなかに生
活必需品の鍋・釜などの修繕や眼鏡の補修や鏡磨きまで、いろいろな直しの
職人がいました。新品を売るより直すことを勧めていたのです。その心とは？

銀座ミツバチプロジェクト
15:00～15:45

2006年から銀座のビル屋上で養蜂を始めました。ハチミツの産地となった銀座
に、屋上緑化「銀座ビーガーデン」も誕生！新たな取り組みに挑戦しています。

中央区第九の会公演

ベートーヴェン「第九」をわが町中央区で演奏したい、との思いで結成された「中央区
第九の会」は2007年より毎年、晴海トリトンスクエアグランドロビーにて「年末の第九」
を披露しています。2008年4月には旧歌舞伎座にて第九全楽章を中央区交響楽団と
共演しました。合唱団有志による第九合唱部分ミニミニハイライトをお届けします。

江戸歌舞伎発祥の地にちなみ、ふるさとの芸能として楽しもうと活動してい
ます。中央区の子供達の熱演をお楽しみください。

ジュニアのチアリーディングチーム・日本橋ゴールドウィングによる、皆さん
が楽しくて元気になる、チアリーディングステージです。

中央区在住在勤の踊りの愛好者が民踊民舞を楽しみながらボランティア
活動を主な事業として活動しています。踊ることによって明るく豊かな町、
中央区でありますよう、心一つにして踊ります。

COLLECTION

第16回 中央区産業文化展

晴海トリトンスクエア グランドロビー

●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

共催 ： 中央区、中央区文化・国際交流振興協会
後援 ： 中央区観光協会

http://marugoto.city.chuo.tokyo.jp/ 

10月31日（日）のみ同時開催  中央区まるごとミュージアム2010
無料のバスや船が区内を走ります。中央区産業文化展をはじめとする中央区のさまざまな文化的魅力をお楽しみください。

10月31（日）は中央区コミュニ
ティバス「江戸バス」が無料
で乗車できます。

主催 ： 中央区・中央区産業文化展実行委員会
● 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

でへそ展の情報をツイートしています！
http://twitter.com/hesoten_chuo_ku

※敬称略（10月18日現在、申込み受付分／五十音順）

NPO法人 銀座ミツバチプロジェクト 田中淳夫さん

出演：中央区第九の会合唱団



真心こめて、手握りしている「おむすび」です。築地の鮮度と人の丁寧さ
で味づくりに励んでいる、地味なお店です。機械化せず全て手作業で
作っています。よろしゅう！！

築地天むす　株式会社 味天

産業文化展(へそ展)の会場の様子をサテライト放送で生中継いたしま
す。出展企業、出展品や環境への取り組み等をレポーターのインタ
ビューを交えて、展示会のPR及び
会場内のガイドサービスを行いま
す。会期中の放送は“クリーン電力”
を使用して放送し、私たちができる
環境対策について考えながら番組
をお送りします。

大正１３年創業　築地玉寿司がオリジナル「かぶり寿司」をご提供しま
す。シャリで包んだ具を海苔で巻いた、ハンバーガー感覚で食べられる
「かぶり寿司」はお子様でも食べやすいと評判です！かじきまぐろ揚、海
老ととび子、穴子の３種をご用意。
是非、この機会にご賞味ください。
店舗では、割り箸を洗い箸に切り替
える、オフィスのゴミを資源ゴミへ
徹底して振り分けるなど、会社全体
でエコロジーへ取り組んでいます。

奈良で生まれ京で修行を積んだ初代が東京で大正３年に開業した「人形
町魚久」京粕漬は全国の数ある酒蔵から選んだこだわりの酒粕を使用
し、独自の製法で熟成しています。焼き方のパンフレットは包装紙の裏に
印刷し少しでもゴミが出ない様、心
掛けています。

中央区和生菓子組合に加盟する組合員の和菓子を販売いたします。東
京和菓子協会では手提げ袋に餡の原料となる使用後の小豆の皮を紙に
混ぜたものを使用しております。

１７１８年(享保３年)創業以来培ってきた
技術力。数多くの経験とノウハウ。伝統技
術に基づく手工芸品を柱に、近代化ニー
ズにも積極的に対応してトータルに高品
質製品をご提供いたします。今回は各種
ブラシを出展しています。人に優しい天然
素材にこだわったものづくりを大切にして
います。

日本各地の高級和紙から日用和紙まで、小津和紙ならではのクオリティー
の高い商品を取り揃えております。小津和紙博物舗ではISO14001を
取得し環境に優しい商品の販売を行っております。

江戸っ子の象徴ともいえる半纏をはじめ、のれん、手拭、袋物などを制作
する染元。伝統的な染工法を継承しながらも現代の日常生活を楽しくす
る染物を制作しています。ギャラリー及び工房のエアコンは２８℃に設
定、不必要な電力を使用しないよう
にしています。

江戸打刃物及び関連商品を出品します。大量生産時代に品質・材質に於
いて最秀材を使用し、研ぎ直し繰り返し長期使用に耐える使い捨てにな
らない逸品を開発しました。

FLOOR GUIDE   INFORMATIONFLOOR GUIDE   INFORMATION
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運営事務局

晴海トリトンスクエア1 登亭

13 株式会社 江戸屋16

株式会社 魚久17

株式会社 玉寿司18

濱甼髙虎（有限会社 高虎商店）19

株式会社 小津商店 （小津和紙）20

東京 銀座三光21

中央エフエム株式会社

中央区和生菓子組合

14

15

檜原村（中央区の森）2

東京商工会議所 中央支部3

私たちは平成16年4月に設立のNPO法人で、中小企業に対して経営支
援等の事業を行うことにより、経済活動の活性化、まちづくりの推進、情
報化社会の発展、雇用機会の拡充
の支援、社会教育の推進などの活
動を通じて、地域の発展のために役
立ちたいと考えています。
中小企業のエコロジーの取り組み
についても支援を行っております。

ワークショップを開催することで印刷業界に親しんで頂きます。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、
GPマークの取得を行っています。

NPO法人東京都中央区中小企業経営支援センター
（愛称　NPOちゅうおう経営支援）

4

NPO法人 東京中央ネット9 東京消防庁　臨港消防署12

東京電力株式会社 銀座支社10

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

11

財団法人 繊維貿易会館／東京織物卸商業組合5

東京中小企業家同友会 中央区支部6

月島工業会／月島金属工業協同組合7

ＮＰＯ法人地域の防災と町づくりを研究する会8 22

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

朝絞めの鮮度抜群のうなぎを秘伝のタレで焼き上げた、登亭自慢のうな
ぎ弁当。江戸時代から続く卸問屋直営の登亭の伝統の味わいをぜひご
賞味下さい。うなぎは頭はタレで焼いて「かぶと焼き」に。ひれは串に巻
いて「ひれ巻き」に。捨てる部分の一
切ないとってもエコな食材です。

日本の誇る伝統文化「きもの」を中心に「日本の心を着る」魅力を楽しく
華やかにお伝えします。日本の伝統文化「きもの」は、親から子へ孫へと
何代もリサイクルできる衣服。風呂敷も球状や不定形のものを何度も
包む事ができ、コンパクトです。環
境に優しい、エコな日本の心を伝え
ます。

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行っています。「江
戸で彩る―第３回日本橋美人博覧会(１０月２２日～１１月９日)」のサテ
ライト会場として“スタンプ版浮世
絵ラリー”を設置。また、音声コード
読み取り技術を応用した音声ペン
で「日本橋都市観光マップ」に掲載
されている名所・旧跡をご案内致し
ます。

映像・写真パネル・救助器具・住宅火災警報器・家具転倒防止器具などの
展示によって災害対応の呼びかけと、地震体験車による地震の体験を
行います。
また、臨港消防署は、東京湾も受け
持つ消防署として消防艇5艇を有
し、船舶火災や水難救助などの災害
に出場すると共に、日々訓練に励ん
でいます。

東京商工会議所は１８78年に中央区銀座で誕生した地域総合経済団体
です。地域の商工業の振興・発展のために、行政への政策要望活動や中
小企業の経営支援事業を幅広く展開しています。また、社会の中で率先
して環境問題に取り組む人（エコ・
ピープル）づくりのために「eco検定
(環境社会検定試験)」を実施してい
ます。今回はeco検定の紹介ととも
に、区内に集積している老舗企業の
経営を学ぶ「中央区老舗企業塾」事
業をご紹介します。

月島の地にしっかりと根づいたものづくりの「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。また、エコロジーに関わる事業
(代替エネルギー、創エネルギー、省エネルギー)をご紹介します。

東京中小企業家同友会中央区支部は会員数１１２名の経営者団体です。
今回、会の活動紹介・パネル展示と会員企業の商品PR販売、チャリティー
販売を行います。売上げの一部はチャリティーに寄付します。エコロジー
への取組みとして会員の中小企業１
社１社が具体的な環境対策に取組
む｢DOYU-ECO(ドウユウ　エコ)｣
により、CO2削減や環境に配慮した
経営を啓蒙しています。

住宅用火災報知器及び防災用品の展示・販売を行います。また高齢者向
けの軽作業ボランティア受付コーナーを設けました。環境エコロジー対
策といたしまして、一般のワックス材とは違い、有機溶剤、重金属、環境
不適合化学物質を使用していなく、
処分時にもダイオキシンを発生しな
い、床用フィルムを展示します。

ＩＨクッキングヒーターによる調理体験や、エコキュートなど「低炭素ス
タイル」で環境にやさしいオール電化ＰＲを行います。

エコの為に高効率な電化システム
を推進、ＣＯ２排出原単位削減目標
の達成、日常業務における省エネル
ギー推進など、低炭素社会の構築
に取組んでおります。

檜原村のじゃがいもを１００％使用した本格派焼酎「じゃがいも焼酎
HINOHARA」無添加で村内の野菜を使用し安全なお漬物「ひのはら
漬け」を出品します。公共施設へ木材を使用、公用車のHV、EV車への
乗り換え、脱石油を目指して木質バ
イオマスを使用しエコに取り組んで
います。

晴海トリトンスクエアは、２００１年４月中央区に誕生した大規模複合施
設です。「危機管理の徹底」と「環境問題への積極的取り組み」を街の最
重要課題として取り組んでおり、その街の姿勢をビデオ放映を通じ、よ
り多くの人に発信したいと考えてお
ります。環境に優しい街づくりを目
指し、水 (大容量蓄熱層 )と空気
(ヒートポンプ)で熱を供給するシス
テムを採用し、街をマネジメントし
ています。

会場
マップ

定 休 日 日曜日
営業時間
小津和紙 店舗 10時～19時
 ギャラリー 10時～18時
 教室 10時～20時
手漉き体験工房　要予約
 10時30分
 13時30分
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