
◎「中部千年共生村ワークショップ」プログラム一覧（案）

期間 No タイトル テーマ 体験種別 内容 おすすめポイント 担当県 実施・協力団体等

3/25～3/29 1 寄せ植え華道を体験してみよう アート・文化 作る
和の華道・盆栽文化と西洋のフラワーアレンジメント、ガーデニングが融合！

簡単で奥が深い岐阜発祥の新しい文化
できあがった作品は、そのままお持ち帰りいただけます。お手入れの仕方などもお伝えします。 岐阜

寄せ植え華道協会
(財）花の都ぎふ花と緑の推進センター

4/1～4/5 2 ピチピチ伊勢エビ　タッチング！ 動物科学 触れる
伊勢エビってどんな顔？どうやってエサを食べるの？

大きな伊勢エビに、実際に触れてみよう！
伊勢エビタッチングと同時に、貝がらに絵を描いていただく貝がらペインティングも行います。 三重 三重県　志摩市

4/8～4/12 3
観て感動！

霊峰富士山ハイビジョン３D映像
環境 見る（シアター）

世界に誇る富士山があなたの目前に迫る！
ハイビジョン３D映像の富士山を空、陸、海、様々な角度から。

富士山の迫力映像のほか、静岡茶を提供予定です。 静岡
静岡県
NHKテクニカルサービス

4/15～4/19 4
観て感動！

霊峰富士山ハイビジョン３D映像
環境 見る（シアター） 同プログラムを引き続き行います 富士山の迫力映像のほか、静岡茶を提供予定です。 静岡

静岡県
NHKテクニカルサービス

4/22～4/26 5
からだにおいしいダイエット！

新製法、おからクッキーづくりに挑戦
新技術 作る・食べる

ダイエットにもいい「おから」を、おいしいクッキーに変身させる新製法！
ほとんどが捨てられてしまっている食物繊維いっぱいの「おから」を、おいしく利用！

クッキー作りのほか、色々な味、焼き方のおからクッキーの試食。あなたのお好みは・・・？ 愛知
愛知県産業技術研究所
　　　　食品工業技術センター

4/29～5/3 6
　お灸体験！

千年の癒し　や・い・と
伝統療法 据える

伊吹山のふもとは、やいと（お灸）が有名。そもそも、もぐさって何だっけ！？
植物力をいかした日本の千年治療法を、中山道の宿場町から発信！

日替わりで超一流の鍼灸師らが来場。会場の歩き疲れ、普段のお悩みも解消！ 滋賀
米原市
（名）亀屋佐京商店

5/４（調整中） 7
イオンビームでアサガオが変身！？

世界にひとつだけの花を咲かせよう！
植物科学 育てる

みんなのアサガオは、どんなカタチ、どんな色になるかな。
自然界に起こる突然変異のしくみを利用した、イオンビームで新品種を生み出す技術

中部千年共生村　植物力監修　吉田茂男先生が来場。理化学研究所の技術で、みんなと一緒に新品種育成プロジェクト。
アサガオの種を配布します。

ｽﾍﾟｼｬﾙ
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

（独）理化学研究所

5/5（調整中） 8
子どもたちへ残したい

中部は不思議な発酵王国
地域の食 食べる

発酵仮面、味覚認飛行物体・・・TVでもおなじみ、小泉武夫先生監修の
中部9県発酵食品の大試食会！モニターでは小泉先生の楽しい映像をご覧あれ！

中部９県の発酵食品が一同に集結！
ｽﾍﾟｼｬﾙ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
東京農業大学　監修

5/6～5/10 9
静岡の新茶フルコース体験

　－飲む、食べる、利用する－
食文化 飲む

新茶の季節です！おいしいお茶のいれかたって、どうしたらいいの？
日本茶インストラクターがやさしく教えてくれます。

富士の湧水でいれたお茶を飲みながら、茶葉の食べ方、茶がらパワーの利用法がわかります。 静岡 日本茶インストラクター協会　静岡支部

5/13～5/17 10 やきものリサイクルでわくわくアート 環境・アート 作る、奏でる
みんなで一緒に、土あそび・音さがし

全国から集まった不用陶器があなたの手で生まれ変わります。
平日はリサイクル土をつかった、ランプシェード、茶碗づくり。土日は、パーカッショニストをむかえて、やきものを使った音あ
そびワークショップ、その音色はまるでインドネシアのガムランのよう。

岐阜
グリーンライフ２１・プロジェクト
岐阜県セラミックス技術研究所

5/20～5/24 11
越前そば実演！

名物おろしそばを食す
食文化 食べる

越前そばの特徴は、さっぱりとした大根おろし。
そば職人の腕と、そののどごしをご堪能ください。

福井の名産、おろしそばがご試食できます。大根おろしのさっぱりとした風味と、コシのあるそばが絶妙！ 福井 福井県玄そば振興協議会

5/27～5/31 12
とやま薬膳カフェ

－おいしく癒され健康チェック－
健康・新技術 食べる・実験する

くすりの富山がおくる、癒しと健康。あなただけの薬膳茶をブレンドしデザートとともに。
素敵な香りにつつまれながら、あなたのストレスや体質もチェックもできちゃいます。

薬膳茶の他、舐めるだけでストレス度がわかる新開発！「癒し計」体験。あなたはお酒に強い？お肌の具合は？
シールのように肌に貼るだけで、体質がわかる「機能性パッチ」は結果を見てのお楽しみ！

富山
廣貫堂メディフーズ（株）、富山大学、
ライフケア技研（株）

6/3～6/7 13
彫る・削る・漉く
とやまの匠体験

伝統の技 作る
富山から匠たちがやってくる！

日替わりで、ミニろくろを使った木工体験、木地の皿の彫刻体験、越中和紙漉き。
日替わりの伝統工芸体験。できあがったものはお持ち帰りいただけます。 富山

井波彫刻協同組合、庄川木工協同組合、
富山県和紙協同組合

6/10～6/14 14
信州ワインと日本酒

そして逸品の食材をフレンチで－①
地域の食 食べる

超一流のソムリエが来場！信州の「長野県原産地呼称管理制度」認定のワイン・日本酒を中心に、
フレンチにアレンジした信州産食材を試食。その第１弾。

ソムリエ協会理事、高野氏の手から注がれ、シェフの手でふるまわれる信州の食材をご堪能ください。 長野
長野県
（社）日本ソムリエ協会上信越支部
レストラン　エスポワール

6/17～6/21 15 技の真髄展　 伝統の技 学ぶ
石川県で展開される「技の真髄展」が、職人さんたちと共にやってきた。

普段なかなか話す機会がない職人さんたちとのコミュニケーション。
職人さんたちが繰り出す伝統の「技」をご覧いただくと共に、職人さんを質問攻めに！ 石川 石川県伝統産業青年会議

6/24～6/28 16
信州ワインと日本酒

そして逸品の食材をフレンチで－②
地域の食 食べる

超一流のソムリエが来場！信州の「長野県原産地呼称管理制度」認定のワイン・日本酒を中心に、
フレンチにアレンジした信州産食材を試食。その第２弾。

ソムリエ協会理事、高野氏の手から注がれ、シェフの手でふるまわれる信州の食材をご堪能ください。 長野
長野県
（社）日本ソムリエ協会上信越支部
レストラン　エスポワール

7/1～7/5 17
元祖お寿司

琵琶湖のふなずしに挑戦！
食文化 食ベる

くさい！？でもおいしい！琵琶湖のある滋賀の食文化ふなずしを体験。
大阪万博にも出店した老舗のふなずし屋さんがやってくる！

お寿司のルーツを知るとともに、ブルーチーズのような香りの滋賀の郷土食「ふなずし」の試食 滋賀
滋賀の食事文化研究会
総本家　喜多品老舗

7/8～7/12 18
伊賀くみひもにチャレンジ！
－アクセサリーをつくろう－

伝統の技 作る
様々な色の絹糸が組み合わされ、あなただけのアクセサリーが。

千年以上にわたり伝えられてきた「くみひも」に挑戦。
丸台とよばれる組みひも台をつかって、携帯ストラップなどをつくります。 三重 三重県組紐協同組合

7/15～7/19 19
石川伝統の技

簡単！「沈金」体験
伝統の技 作る

漆塗りプレートに好みのデザインを描こう！
伝統の技で、あなたの描いた線が金色に浮かび上がります。

初めての方でもスタッフが完全サポート。できあがった作品は、お持ち帰りいただけます。 石川 石川県伝統産業青年会議

7/22～7/26 20
強和紙！

越前の紙すき体験
伝統の技 作る

千年以上の歴史をもつ伝統の和紙。
福井県で育まれたその技術を体験してみよう

伝統の和紙すきに、お好みの自然素材をあわせてオリジナル和紙の完成！そのままお持ち帰りいただけます。 福井 福井県和紙工業協同組合

7/27 21
虫たちに学ぼう

未来にいかせ！昆虫力
昆虫科学 実験する

クモの糸にぶらさがってみよう！シルクのネクタイがプラスチックに！？
知らなかった昆虫たちのパワーが、くらしの中に活かされる！

中部千年共生村　昆虫力監修　長島孝行先生が来場。パビリオン外装の黄金のマユをすいた和紙や、タマムシの輝き再現
したハイテク食器などもプレゼント

ｽﾍﾟｼｬﾙ
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

東京農業大学

7/29～8/2 22
クキがキクになる不思議
－植物生き残りの術－

植物科学 育てる
自分で動けない植物は、不思議な仕組みがいっぱい！

小さなビンの中で育てるキクの実験を、みんなで始めます。
寒天培地をしいた小さなビンにキクを入れ、お持ち帰りいただきます。観察、育て方のコツも伝授します。 愛知 愛知県農業総合試験場

8/5～8/9 23
新ロボットと遊ぼう！

－パス！シュート！＆コミュニケーション！
ロボット 遊ぶ

ロボットと一緒にサッカーに挑戦！人と会話ができるロボットも登場！
「今日のごきげんは？」 新ロボットたちとLet'sコミュニケーション！

ギフ・ロボット・プロジェクト２１やワボットハウス・プロジェクトから生まれたロボットを操作したり、一緒に遊んだり。 岐阜
（社）岐阜県工業会　早稲田大学WABOT-
HOUSE研究所　岐阜県生産情報技術研究所

8/10 24
ロボット？未来の自動車？

これが「ハルキゲニア０１」だ！
ロボット 見る・遊ぶ

8個の車輪を持つハルキゲニア０１。その多様な走行の秘密は、
動物の神経伝達のしくみに学んだもの。ロボットの研究で生物のすばらしさ再発見！

ハルキゲニア０１のデモ、操作体験を実施します。他にも飛び入りロボットが登場するかも！？
ｽﾍﾟｼｬﾙ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター
L.E.D（リーディング・エッジ・デザイン）

8/12～8/16 25
木のプラスチック誕生！

千年時計の歯車はこうして出来た！
新技術 実験する

木くず、草、新聞紙、いろんなものがプラスチックに変身！
このパビリオンの千年時計に使われた素材の秘密

お帰りの際には、木質プラスチック性のノベルティをプレゼント。 愛知
愛知県産業技術研究所

8/19～8/23 26 琵琶湖のヨシでヨシ笛づくり 環境 作る・聴く
琵琶湖のヨシから、新しい形のヨシ笛が生まれました。

ヨシ笛づくりから、湖辺の環境を考えます。
簡単なヨシ笛づくり体験のほか、ヨシ笛開発者の演奏も行います。 滋賀 近江八幡琵琶湖葦笛アンサンブル

8/26～8/30 27
紙が木に変身！

－新素材りぐぱるの実験－
新技術 実験する

「木が紙に」はあたりまえ。今、「紙が木に」なる時代を迎えようとしています。
不思議で、楽しい実験をして、木の循環型社会をのぞいてみよう！

パビリオン内の三重県展示でも取り上げられた、木の成分「リグニン」を体験。 三重 森の風プロジェクト　三重大学

9/2～9/6 28
信州ワインと日本酒

そして逸品の食材をフレンチで－③
地域の食 食べる

超一流のソムリエが来場！信州の「長野県原産地呼称管理制度」認定のワイン・日本酒を中心に、
フレンチにアレンジした信州産食材を試食。その第３弾。

ソムリエ協会理事、高野氏の手から注がれ、シェフの手でふるまわれる信州の食材をご堪能ください。 長野
長野県
（社）日本ソムリエ協会上信越支部
レストラン　エスポワール

9/9～9/13 29
石川伝統の技
「箔押し」体験

伝統の技 作る
石川で育まれた、金箔の技！

1万分の１ｍｍに引き伸ばされた金箔を、漆プレートに貼っていきます。
初めての方でもスタッフが完全サポート。できあがった作品は、お持ち帰りいただけます。 石川 石川県伝統産業青年会議

9/16～9/20 30
コシヒカリのふるさと福井

－越前食材でおにぎりづくり－
地域の食 作る・食べる

炊き立て！新米！コシヒカリのおにぎり！
サバを発酵させた「へしこ」や「福井梅」など風土が生んだ食文化をお手軽に。

福井から取り寄せた食材を、一流の料理家のもとでおいしいおにぎりに仕上げます。 福井 福井県

9/23～9/25 31
深層水の魅力と富山米

－新米”てんたかく”でおむすびづくり－
地域の食 作る・食べる

「天高く馬肥ゆる秋」。米どころ富山から新しいブランド米”てんたかく”が届きました！
”神秘の深層水”の塩づくり体験と、食のとやま・ブランド米で博覧会を、「むすび」ます。

深層水の塩づくり体験、人気のおむすび職人のもと”とやまの名水”で炊いた新米”てんたかく”のおむすびづくりに挑戦！ 富山
富山県深層水協議会
とやま名水協議会
ＪＡ全農とやま


