
｜伝統と革新｜ ものづくり・匠の技の祭典 2022

【初 日】 8月5日（金） 10時～18時

時間 ステージ概要

10:00～
10:20

オープニング 山之内すずさん登場
ものづくり・匠の技の祭典2022が始まります！
「椅子張り」と「建具」の匠による、祭典の幕開けを飾る共同作品を披露。
サポーターとして、タレント/女優の山之内 すずさんも登場します。

10:50～
11:20

山之内すず×調理の匠スペシャルステージ
華刀流・日本料理を彩る野菜の剥き物に山之内さんが挑戦！
料理を引き立て、献立にストーリーを生み出す野菜の剥き物製作に山之内すずさんが挑戦！山之内
さんのチャレンジと、華刀流の技法を駆使しながら日本料理に季節感や四季折々の趣を演出する「調
理の匠の技」をご覧ください。（出展者：一般社団法人東京都日本調理技能士会）

12:00～
12:30

伝統が培った建具技能の美の世界 組子細工「麻の葉」文様のパーツ組立と装飾スタン
ドの製作
ものづくりマイスターである木全隆之氏が、木材加工の緻密さを彩る組子細工「麻の葉」文様の木組
みと、それを飾る木製スタンド製作の実演を披露！平安時代から伝わる美しい六角形の「麻の葉」文
様を、高度な技能で作り上げる超越した「建具の匠の技」をご覧ください。（出展者：東京建具協同組合）

13:00～
13:30

日本の住まいを守るウレタン塗膜防水、その匠の技
1級防水施工技能士・ものづくりマイスターである三好啓一氏が、熟練の技能を駆使したウレタン塗膜
防水の実演を披露！日本の防水工事市場で最も使われているウレタン防水施工、日本で進化・発
展を遂げた「塗膜防水の匠の技」をご覧ください。（出展者：東京都塗膜防水技能検定協議会／東京都塗膜防
水技能士会）

14:00～
14:30

しっくい工法で江戸城の石垣と白壁を再現
東京マイスター・1級左官技能士たちが、日本建築に欠かせないしっくい工法で江戸城と石垣の城壁
を再現する実演を披露！大型の石膏ボードをキャンパスに、ダイナミックかつ繊細なスキルで描く見事
な「左官の匠の技」をご覧ください。(出展者：東京都左官組合連合会)

15:00～
15:30

日本料理伝統の庖丁式 生間流式庖丁「渦潮之鯛」
宮中料理・武家料理を現代に伝える日本料理の一流派「生間流式庖丁」の高傳位たちが、古来よ
り伝わる食の儀式を披露！一切素手で材料に触れず庖丁で切り分け、めでたい形に盛り付ける伝統
の「調理の匠の技」をご覧ください。（出展者：一般社団法人全国日本調理技能士会連合会）

16:00～
16:30

着物の構造と和裁の基本技能「運針」
東京マイスターたちが、一反13メートルもの布地を裁断して着物の形を立体的に見せるとともに、手縫
いで仕立て上げる和裁の基本技能「運針」の実演を披露！日本が世界に誇る着物文化、その極ま
る「和裁の匠の技」をご覧ください。（出展者：東京都和裁技能士会）

P1

オープニングステージを皮切りに、全21種のステージを開催。

黄綬褒章受章の匠なども出演し、日本の伝統技能を披露します。匠の伝統の技を存分にご覧いただけます。
※本イベント内容は、予告なく変更する場合がございます。詳細は公式ホームページをご覧ください。

ステージプログラム タイムスケジュール

ものづくり・匠の技の祭典2022について
伝統的な匠の技やものづくりの技能・技術の魅力を発信する「ものづくり・匠の技の祭典2022」を、2022年8月5日（金）から7日（日）の
３日間、東京国際フォーラムにて、一般来場者を迎えて開催いたします。
東京の「衣」「食」「住」「工」の各分野から、職人の中でも技能が秀でた匠が集い、ものづくりの技能を披露します。ステージ実演を始め、各ブース
では職人の指導のもと実際にものづくりができる体験プログラムや匠の作品展示などを行います。また今年初めて「若者向けイベント」として、フラワー
アレンジメント体験やオリジナルけん玉作り体験などのイベントを実施します。
そして、今年の祭典サポーターには、若者に大人気のタレント/女優の「山之内すず」さんが就任しました。祭典オープニングの登場に続き、ステー
ジイベントでは日本料理の匠に教えてもらいながら、野菜に細工を施し日本料理を彩る“野菜の剥き物製作”に挑戦します。
さらに、各ステージイベントでは、吉本興業所属の芸人さんたちが「盛り上げ隊」として、匠の技能披露を軽快なトークで盛り上げます。
今年で7回目の開催となる本祭典は、リアル開催時には約3万人が来場する体験型の人気イベントとして、毎年開催しています。お子さまから大
人、そして外国人の方々まで、観て体験して五感で楽しめる真夏のものづくりの祭典です。

■ 山之内すずさん出演ステージ ８月５日 10:00～ オープニング、10:50～山之内すず×調理の匠スペシャルステージ
■ 「盛り上げ隊」タレント出演日 ８月５日 サバンナ八木さん、ゆったり感さん、フルーツポンチさん

８月６日 ライセンス井本さん、スカチャンさん、尼神インターさん、ジョイマンさん
８月７日 あべこうじさん、伊地知大樹さん ※ 盛り上げ隊タレントの出演ステージ・時間は未定
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【二日目】 8月6日（土） 10時～18時

時間 ステージ概要

10:30～
11:00

フローリストたちが表現するサステナブルな花の世界
一級フラワー装飾技能士たちが、サステナブルをテーマに生花を使用した実演パフォーマンスを披露！
大地から目を吹き出し、花が咲き乱れ、やがて朽ちていく。サステナブルとは何か？三名が異なる角度
から表現する「花の匠の技」をご覧ください。（出展者：一般社団法人東京都フラワー装飾技能士会）

11:30～
12:00

マジック－magic－
北見伸＆スティファニーによるマジックの模範演技と、客席のお客さま数名が舞台に上がりテーブルマ
ジックを実際に体験していただく、子どもから大人まで楽しめるステージです。
（出展者：公益社団法人日本奇術協会）

12:30～
13:00

木摺り下地に上張りを巧みに張る実演
表具世界の第一線で活躍する技能士たちが、木の骨組みのような状態の木摺り下地に上張りをきれ
いに張る実演を披露！慎重に張り重ね、袋張りを施すことで和紙独特の柔らかさを最大限に活かす
「表具の匠の技」をご覧ください。（出展者：一般社団法人東京表具経師内装文化協会）

14:00～
14:30

令和5年の成人式に向けた新作帯結びと着付け舞
着付けマイスター・一級技能士・上級着付師たちが、令和5年に成人する女性たちにむけて、新作帯
結びの実演を披露！音楽に合わせて華麗に舞う着付け舞もお楽しみいただきながら、一人ひとりの魅
力を一層引き立てる「着付けの匠の技」をご覧ください。（出展者：中央着付士能力開発協同組合技能士の
会）

15:00～
15:30

日本家屋の礎「畳」、1枚に込めるストーリー
日本の住文化を長年にわたり支えてきた畳の継承・発展に貢献されている一級の職人たちが、畳製
作の実演を披露！本物の畳一枚が出来上がるまで、そのすべての工程を職人の手作業だけで仕上
げる素晴らしき「畳の匠の技」をご覧ください。(出展者：東京都畳工業協同組合)

16:00～
16:30

究極の座布団の製作実演と環境に優しい木綿手作り布団
黄綬褒章受章者・現代の名工である野原久義氏が、代表的な座布団の製作方法の紹介と究極の
座布団製作の実演を披露！環境に優しい木綿手作り布団の体感もしていただきながら、現代の名
工が魅せる緻密で多彩な「寝具の匠の技」をご覧ください。（出展者：東京都寝具技能士会）

17:00～
17:30

内装仕上げの匠たちによる経師貼り
黄綬褒章受章者である飯島勇氏を中心とした一流の技能士たちが、内装技能の原点である経師貼
替の実演を披露！世界初の技術が施されたデジタルプリントを活用しながら、空間の雰囲気を瞬時に
変えてしまう驚きの「内装の匠の技」をご覧ください。（出展者：東京内装仕上技能士会）

【三日目】 8月7日（日） 10時～17時

時間 ステージ概要

10:30～
11:00

オートクチュールコレクション タクミジャパン2022
一級技能士、コンクール入賞作品による、祭典オリジナルのスペシャルなファッションショーを披露！
丁寧に仕立てた高品位な作品を通して、日本のオートクチュールの素晴らしさが際立つ「ファッションの
匠の技」をご覧ください。（出展者：一般社団法人日本洋装協会、公益社団法人全日本洋裁技能協会東京支部／東
京都洋裁技能士会、日本ファッションクリエーター協会）

11:30～
12:00

「涼を生ける」あなたのお部屋に
古流わかば会家元である武藤理春氏が、家に花を飾る時に参考になるコツやテクニックを紹介しなが
らいけばなの実演を披露！日本の伝統的な文化であり、鑑賞する芸術とも称される華麗な「いけばな
の匠の技」をご覧ください。（出展者：一般社団法人帝国華道院）

17:00～
17:30

神社建築様式「神明造」屋根廻り納め
ものづくりマイスターたちが、伊勢神宮に代表される日本の神社建築様式「神明造」の屋根廻り納めに
関する実演を披露！解説を交えながら、棟廻りの障泥板・甍覆・千木・鰹木の納めを行う、卓越した
「板金の匠の技」をご覧ください。（出展者：東京都板金工業組合／東京都建築板金技能士会）
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ステージプログラム タイムスケジュール

12:30～
13:00

「切り抜き・石留め・彫金」さて、何が出来るでしょうか？
黄綬褒章受章者である坂元亜郎氏を中心とした技能士たちが、美しい光の芸術を作りあげる貴金属
製作の実演を披露！代表的かつ複合的な金工技法を用いて出来上がるものとは？極限まで研ぎ澄
まされた繊細な「ジュエリーの匠の技」をご覧ください。（出展者：東京貴金属技能士会）

14:00～
14:30

おもしろ和楽器 ～日本から世界へ～
芸能文化の伝統を守り続ける和楽器奏者たちが、大正ロマンを感じさせる独特な世界観が人気の
「千本桜」や「カノン」の演奏を披露！いろいろな和楽器の楽しいお話とともに、日本が世界に誇る美し
い音色を奏でる「和楽器の匠の技」をご覧ください。（出展者：一般社団法人日本和楽器普及協会）

15:00～
15:30

建築大工棟梁による大工道具の解説と実演
建築大工職の頭である片岡茂樹氏が、大工道具の中で最もメジャーな鋸（のごぎり）と鉋（かん
な）の解説と実演を披露！どのような部材で構成され、どのように手入れし、どう現場で役立つのか、
大工道具を知り尽くした「建築大工の匠の技」をご覧ください。(出展者：全国建設労働組合総連合東京都連

合会)

16:00～
16:30

椅子張りの匠の技が輝くプロフェッショナルパフォーマンス
Sofa & Chair Craftsmanship
伝統と現代のテクニックを併せ持つ関東の優秀な椅子張り技能士たちが、椅子張りソファの張り実演
を披露！3台の異なるタイプのソファを手際よく張り上げる、熟練した職人だからこそできる見事な「椅
子張りの匠の技」をご覧ください。（出展者：東京都椅子張り技能士会）

若者向けイベント タイムスケジュール

日時 イベント概要

8月5日（金）

11:20～
12:20

削って、積み上げて！石積み高さ選手権
石を積み上げて、その高さを争う競技会を開催！
積みやすいように石を削って、石工の匠の技を体験しよう。（出展者：東京都石工技能士会）

13:00～
14:30

わざねこ作品をつくろう！
#TOKYOものづくり部 部長でマスコットキャラクターの「わざねこ」。
ねんどやビーズで思い思いに自分だけの「わざねこ」を作ろう！
（出展者：東京都産業労働局雇用就業部能力開発課 ＃TOKYOものづくり部）

15:00～
16:00

日本のものづくりのこれからを考えよう！
人気のものづくり業界で活躍する若手職人と、よしもとお笑い芸人さんに、日本のものづくりのこれから
について熱く語っていただきます！

16:30～
17:30

大事な人に贈ろう、愛の花束を
大事な人を想いながら、自分だけの花束をつくれます！匠のサポートもあるので、安心して挑戦しよ
う！（出展者：一般社団法人東京都フラワー装飾技能士会）

会場内の若者向けイベントスペースで、今年初めて開催する「若者向けイベント」です。

時間 ステージ概要

オンライン配信の視聴もできます／視聴者プレゼントもあります
本祭典の様子は、オンラインでもご視聴いただけます。当日会場にお越しいただけない方は是非ご視聴ください。
匠の技を駆使したアパレルアイテムや、木製ベンチ、草履などなど、様々な製品の視聴者プレゼントもあります。
■視聴方法
公式ＨＰ（https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo/）にてオンライン配信。視聴無料

https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo/
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8月6日（土）

10:45～
12:00

鉄筋職人に挑戦！
鉄筋ではりや柱を組み立てる職人技に挑戦してみよう！
（出展者：東京都職業能力開発協会/東京都鉄筋業協同組合）

12:30～
13:30

世界にひとつだけのけん玉づくり ワークショップ
いま、巷で流行している「けん玉」に、好きな模様を塗ってみよう！匠のサポートもあるので、安心して挑
戦できます！（出展者：東京木工塗装技能士会）

14:00～
15:30

わざねこ作品をつくろう！

16:00～
17:30

全日本製造業コマ大戦「ものづくり・匠の技の祭典2022場所」高校生大会
製造業の未来を担う都立工業高校生が、自分たちで考え製作したコマで、コマ大戦に挑みます。どこ
の高校が勝つのか！？？（出展者：NPO法人 全日本製造業コマ大戦協会）

8月7日（日）

11:00～
12:00

化粧フィルムでデコレーション体験
化粧フィルムを自分の好きな模様・形に切り取り、貼って、壁を素敵にデコレーションしてみよう！
（出展者：東京都職業能力開発協会/東京内装仕上技能士会）

13:00～
14:00

工業分野を担う高校生が熱く語る！座談会
技能五輪に出場した卒業生の体験談や、都立工業高校の魅力を知ることのできる座談会です。
（出展者：東京都立工業高校）

14:30～
16:30

わざねこ作品をつくろう！

主催等／出展団体一覧

■出展団体一覧

一般社団法人東京都フラワー装飾技能士会、東京貴金属技能士会、全国和裁技能士会、東京都和裁技能士会、中央着付士能力開発協同組合技能
士の会、一般社団法人日本洋装協会、公益社団法人全日本洋裁技能協会東京支部／東京都洋裁技能士会、日本ファッションクリエーター協会、東京都
ミシン商工業協同組合、一般社団法人東京都日本調理技能士会、一般社団法人全国日本調理技能士会連合会、一般社団法人東京表具経師内装文
化協会、東京内装仕上技能士会、東京建具協同組合、東京都畳工業協同組合、東京都寝具技能士会、東京都印章技能士会、東京都製本工業組合、

東京木工塗装技能士会、東京都左官組合連合会、東京都タイル技能士会、全国建設労働組合総連合東京都連合会、東京都椅子張り技能士会、東京
都かわらぶき技能推進協議会、東京都塗膜防水技能検定協議会／東京都塗膜防水技能士会、東京都板金工業組合／東京都建築板金技能士会、

東京都石工技能士会、一般社団法人日本造園組合連合会 東京都支部、［温故↔知新］自動車文化コミュニケーション、株式会社西川精機製作所、

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、一般社団法人日本和楽器普及協会、日本刺繍紅会、公益財団法人日本刀文化振興協会、東京
建築高等職業訓練校、東京建具高等職業訓練校、東京都板金高等職業訓練校、東京製本高等技術専門校、東京表具内装職業訓練校、全日本みや
うち着付士職業訓練校、裏千家、一般社団法人帝国華道院、公益社団法人日本奇術協会、東京都鉄筋業協同組合、NPO法人全日本製造業コマ大戦
協会、株式会社松永製作所、株式会社RDS、株式会社オーエックスエンジニアリング、株式会社Xiborg、東京都職業能力開発協会／東京都技能振興コー
ナー（厚生労働省委託 若年技能者人材育成支援等事業）、東京都立中央・城北職業能力開発センター、東京都立城南職業能力開発センター、東京
都立城東職業能力開発センター、東京都立多摩職業能力開発センター、東京障害者職業能力開発校、東京都立工業高校、東京都染色工業協同組合、
東京都工芸染色協同組合、八王子織物工業組合、江戸指物協同組合、関東注染工業協同組合、東京刺繍協同組合、日本彫金会、東京七宝工芸組
合、津軽こけし館/津軽こけし工人会【青森県】、茨城県家具建具技能士会【茨城県】、伝統工芸高岡銅器振興協同組合【富山県】、大阪唐木指物組合
【大阪府】、有限会社藤村トンボ玉工房【大阪府】、協同組合岡山県備前焼陶友会【岡山県】、佐世保独楽本舗【長崎県】

■主催等

・主催 東京都

・共催 東京都中小企業団体中央会 / 一般社団法人東京都技能士会連合会 / 東京都職業能力開発協会 /

東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会 / 東京都伝統工芸士会

・後援 東京商工会議所 / 東京都商工会議所連合会 / 東京都商工会連合会 /

公益財団法人東京都中小企業振興公社 / 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

日時 イベント概要
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体験プログラム

本祭典でしか体験できないプログラムが盛りだくさん。70種類以上の体験プログラム（全国・伝統工芸ブースの体験プログ
ラム含む）を、各出展団体のブースにて各日開催します。

お子さまをはじめ幅広い世代の方々、そして海外の方々にお楽しみいただけます。

体験プログラムの一部は、本日より公式ホームページ（https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo/）にて、事前
予約受付を開始いたします。

※ 一部有料プログラムあり ※ 当日予約可能なプログラムもございますが、事前予約をお勧めいたします。

＜体験プログラム例＞

体験プログラム例

卵焼き体験（緑茶付き）
出汁巻き卵の作り方をプロの調理人が教えま
す。作品はその場でご試食いただけます。
（出展者：東京都日本調理技能士会）

ミニランプシェード製作
竹ヒゴをピラミッド型に組み立て、手漉和紙を
貼り、LEDランプを入れてつくるミニランプ
シェードです。
（出展者：東京内装仕上技能士会）

野菜のむきものと切り型体験

人参、大根、きゅうりなどの野菜を使って梅や
桜、蝶、カエルなどの切り型やむきものを体験
していただきます。作品はお持ち帰りいただけ
ます。（出展者：全国日本調理技能士会連合会）

からくり屏風づくり
紙と糊と刷毛を使って、表具の基本となる技術を
体験できます。

（出展者：東京表具経師内装文化協会）

組子コースターづくり
高級木であるヒノキ材を使い、組子コースターづくり
の体験を行います。種類は、「麻の葉」文様、「升
組み」文様、「桔梗」文様の３種類を予定。

（出展者：東京建具協同組合）

だるまに絵付け体験
筆、刷毛、ペン等を使用して、だるまに絵付けでき
ます。（出展者：東京木工塗装技能士会）

体験プログラム例

ミニ畳製作
約22ｃｍ四方のボードにゴザをのせて上下に縁を
つけて仕上げます。
（出展者：東京都畳工業協同組合）

木工体験教室
道具箱の形をしたスマホスピーカーや木製
コースターを原材料から作成します。
（出展者：全国建設労働組合総連合東京都連合会）

世界でただ一つのオリジナルはんこづくり
マイスターの体験者個々に合わせたサポート
の元、15ミリ角の石印材に好きな文字1字を
彫る体験をしていただきます。オリジナルはん
こは年賀状、絵手紙、習字の落款印や蔵書
印としてもお使いいただけます。
（出展者：東京都印章技能士会）

光る泥団子づくり
左官の最高級仕上げのひとつ「大津磨き壁」
を手の平サイズの球体に凝縮した、光る泥団
子をつくる体験ができます。
（出展者：東京都左官組合連合会）

S形瓦の瓦葺き体験
実際の屋根を再現し、実物の瓦を施工してもらうこ
とで瓦の良さを体験できます。屋根に乗った気分で
写真撮影も出来ます。
（出展者：東京都かわらぶき技能推進協議会）

つくってみよう！手作り マイ座布団
小座布団製作を体験。木綿布団の構造・感触を、
実際に見て、触れて、体感して、手作りの良さを
知って頂きます。（出展者：東京都寝具技能士会）

全国の職人もブース出展し、実演の披露や体験プログラムを用意しております。

【青森県】こけし、木地玩具の絵付体験（津軽こけし館/津軽こけし工人会）

【茨城県】職人さんと作る「ミニ障子」（茨城県家具建具技能士会）

【富山県】彫金体験（伝統工芸高岡銅器振興協同組合）

【大阪府】大阪唐木指物でつくるお箸製作体験（大阪唐木指物組合）

蜻蛉玉（トンボ玉）ブレスレットづくり（有限会社藤村トンボ玉工房）

【岡山県】電動ロクロ体験、アクセサリー作り（協同組合岡山県備前焼陶友会）

【長崎県】佐世保独楽絵付け体験、ツリー独楽作り体験、手廻し独楽絵付け体験（佐世保独楽本舗）

https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo/

