
｜伝統と革新｜ ものづくり・匠の技の祭典 2019

１. ステージプログラム（メイン会場）

オープニングセレモニーを皮切りに21のプログラムを実施します。

① オープニングセレモニー （9：45～10：05）

【初 日】 7月25日（木） 9時半～18時

江戸時代からの伝統を受け継ぐ「建具（組子）」と

現代風「フラワーアート」による共創作品を披露します。

祭典のサポーターの魔裟斗さんも参加し、オープニン

グを盛り上げます。
協力団体：東京建具協同組合、東京都フラワー装飾技能士会

⑦ 観て、聴いて！日本の楽器 （16：45～17：30）

三味線と尺八などで、「京鹿の子娘道成寺」「ボレ
ロ」「ロックソーラン節」を演奏します。

また様々な和楽器の魅力を紹介します。
＜出展者＞日本和楽器普及協会

② 10：45～11：30

オートクチュールコレクション

タクミジャパン2019

ステージプログラム／Stage

① 9：45-10:05 オープニングセレモニー

9:30 開場

③ 12：00～12：45

左官の原点「大壁の漆喰塗り」に魔裟斗が

挑戦！

④ 13：15～13：45

庖丁儀式 歴史の中の日本料理

⑤ 14：15～15：00 I'su hari art!

⑥ 15：30～16：15

黄綬褒章受賞者による“究極の敷布団と枕”

の製作技術の周知

⑦ 16：45～17：30

観て、聴いて！日本の楽器

【2日目】 7月26日（金） 10時～18時

⑩ 12：00～12：45

球体加工技による巨大サッカーボールの

製作

ステージプログラム／Stage

⑨ 11：00～11:40 「匠の未来を語る」クロストーク

⑧ 10：15～10：45

石留め技法を使ったネックレス製作実演

⑪ 13：05～13：35

第31回技能グランプリの東京代表選手選考会

⑫ 13：50～14：35

技能五輪とアビリンピックがやってくる！！

⑬ 15：00～15：45

内装の原点「経師紙のステージバック張替」

に魔裟斗が挑戦！

⑭ 16：00～16：30 地域の匠感謝状贈呈

⑪ 第31回技能グランプリの東京代表選手選考会

（13：05～13：35）
第31回技能グランプリ・フラワー装飾職種の

東京都代表選手選考会を開催します。

花を知りつくした匠の技の競演をお見せします。
＜出展者＞一般社団法人東京都フラワー装飾技能士会

☆ 内装の匠×魔裟斗スペシャルステージ

⑬ 内装の原点「経師紙のステージバック張替」に魔裟斗が挑戦！

（15：00～15：45）

6名の内装職人と魔裟斗さんが、内装技能の

基本である経師紙の張り替えをステージバック

を使って披露します。
＜出展者＞東京内装仕上技能士会

【最終日】 7月27日（土） 10時～17時

⑱ 12：20～13：05

建築大工の原点「蟻掛け」に魔裟斗が挑戦！

ステージプログラム／Stage

⑰ 11：25～11：55 氷像と華の透かし彫り

⑯ 10：15～11：00 文月の彩りを生ける

⑲ 13：30～14：15

垣間見る大正ロマンのミニショウと

中学生の瞳・運針

⑳ 14：35～15：20

組子細工に見る匠の技の世界

㉑ 15：45～16：45

全日本製造業コマ大戦

「ものづくり・匠の技の祭典2019場所」

☆ 建築大工の匠×魔裟斗スペシャルステージ

⑱ 建築大工の原点「蟻掛け」に魔裟斗が挑戦！ （12：20～13：05）

建築大工の技能の一つ、釘を使わずに木を組む

「蟻掛け」を「魔裟斗さん＆大工職人チーム」 vs. 

「ALL大工職人チーム」の2チームが挑戦し、

出来栄えを競います。
＜出展者＞全国建設労働組合総連合東京都連合会

㉑ 全日本製造業コマ大戦「ものづくり・匠の技の祭典2019場所」

（15：45～16：45）
学生チームと町工場チームが、技術の粋が詰まった

コマの真剣勝負をお見せします。
＜出展者＞NPO法人 全日本製造業コマ大戦協会

ものづくり・匠の技の祭典
2019 サポーター

魔裟斗（まさと）さん

⑮ 17：00～17：45

日本の芸能の原点ここにあり「太神楽」
だいかぐら



２. テーマ展示（メイン会場）

「和室の造作実演」

「茶室」

メイン会場内では、匠の技を結集した日本の伝統的建築技術を堪能できます。
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建築大工の匠が、和室の造作実演を披露します。

また、何代にもわたり職人に引き継がれてきた大工

道具を展示します。
＜出展者＞ 全国建設労働組合総連合東京都連合会

茶室は、日本独自の建築様式として親しまれ、長く継承

されてきました。

今年も日本の伝統建築技法を結集した茶室を展示します。

「造園」「タイル」「左官」「表具」「建具」の匠が、来場者に

見どころを説明します。

茶室に表現された日本の伝統美をご堪能いただけます。

＜出展者＞東京建具協同組合、一般社団法人東京表具経師内装文化協会、

東京都左官組合連合会、東京都タイル技能士会、一般社団法人

日本造園組合連合会 東京都支部

３. 体験プログラム

本イベントでしか体験できないプログラムが盛りだくさん。

メイン会場では約50種類、全国ブースでは約20種類のプログラムを各日開催します。

お子さまをはじめ、幅広い世代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。 ※有料のプログラムもあります。

●かんたんにできる本格フラワーアレンジメント
プロのフローリストの指導により、未経験者でも簡単に

素敵なフラワーアレンジメントが作れます。

●日本刺繍体験
日本刺繍を気軽に

体験できます。

●和楽器に触れてみよう
尺八を吹いたり、三味線を奏で

たり、鼓を打ったりして和楽器を

楽しめます。

＜体験プログラム例＞

●野菜を使った切り形、飾り切り体験
人参を使って梅と桜の花の切り形の基本を教えます。

●組子技法による

コースターづくり体験

●カヌーVR体験
カヌーの操作を味わえる

「シンクロアスリート」が体験できます。
●電動ロクロによる

備前焼製作の体験

●川連漆器

蒔絵の絵付け体験



団体一覧
ものづくりの伝統を受け継ぐ約70団体が、「メイン会場（グランドホール）」と「全国ブース（特別ホール）」に出展します。

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

会場図
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メイン会場 出展者

（工-1）東京都立工業高等学校

（工-2）東京都立職業能力開発センター

（工-3）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）

（工-4）株式会社 西川精機製作所

（工-5）NPO法人全日本製造業コマ大戦協会

（住-1）一般社団法人日本和楽器普及協会

（住-2）東京都製本工業組合

（住-3）東京都印章技能士会

（住-4）全国建設労働組合総連合東京都連合会

（住-5）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

（住-6）全国石材技能士会

（住-7）東京都かわらぶき技能推進協議会

（住-8）東京都畳工業協同組合

（住-9）東京都寝具技能士会

（住-10）東京都塗装工業協同組合

（住-11）東京木工塗装技能士会

（住-12）東京都左官組合連合会

（住-13）東京内装仕上技能士会

（住-14）東京建具協同組合

（住-15）一般社団法人日本造園組合連合会

東京都支部

（住-16）全技連マイスター会

（住-17）東京都椅子張り技能士会

（住-18）東京都板金工業組合

東京都建築板金技能士会

（住-19）東京都タイル技能士会

（住-20）一般社団法人東京表具経師内装文化協会

（食-1）一般社団法人東京都日本調理技能士会

（食-2）一般社団法人全国日本調理技能士会

連合会

（伝-1）江戸指物協同組合

（伝-2）東京邦楽器商工業協同組合

（伝-3）東京伝統木版画工芸協同組合

（伝-4）東京刺繍協同組合

（伝-5）東京鼈甲組合連合会

（伝-6）日本彫金会

（伝-7）東京七宝工芸組合

（伝-8）東京都染色工業協同組合

（伝-9）関東注染工業協同組合

（伝-10）東京都工芸染色協同組合

（衣-1）一般社団法人東京都フラワー装飾

技能士会

（衣-2）東京貴金属技能士会

（衣-3）東京都ミシン商工業協同組合

（衣-4）中央着付士能力開発協同組合

技能士の会

（衣-5）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

（衣-6）全国和裁技能士会

東京都和裁技能士会

NPO法人和装教育国民推進会議

（衣-7）東京都洋服商工協同組合

（衣-8）日本刺繍 紅会

うまいもの
横丁

IN

OUT

INOUT

全国ブース 出展者

（全-1）青森県漆器協同組合連合会［青森県］

（全-2）鳴子木地玩具協同組合［宮城県］

（全-3）山形みらいの匠会[山形県山形市]

（全-4）秋田県漆器工業協同組合［秋田県］

（全-5）茨城県家具建具技能士会［茨城県］

（全-6）全技連マイスター会埼玉県支部

［埼玉県］

（全-7）燕市磨き屋一番館（燕研磨振興協同

組合）[新潟県 燕市]

（全-8）越中福岡の菅笠振興会［富山県］

（全-9）静岡県郷土工芸品振興会［静岡県］

（全-10）伊勢形紙協同組合［三重県］

（全-11）株式会社シオガイ精機［京都府］

（全-12）日本人造真珠硝子細貨工業組合

［大阪府和泉市］

（全-13）一般社団法人ウイズささやま

［兵庫県 丹波篠山市］

（全-14）佐世保独楽本舗［長崎県］

（全-15）協同組合備前焼陶友会［岡山県］

（全-16）谷口鈑金有限会社［広島県］

（全-17）さぬき畳技能士会［香川県］

（全-18）足利の藍染 藍絽座［栃木県］

（全-19）SAGA HAND WORKS［佐賀県］

（全-20）くにさき七島藺振興会［大分県］

（全-21）熊本市くまもと工芸会館

［熊本県 熊本市］

（全国ブース）

（メイン会場）

（メイン会場）
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