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製品について多くの知識があったら、お気に⼊りのバッグや靴を⻑く使えて楽しめるのに・・・。そんな想いに応えるため、皮革業界では、皮革や革製品につい
て一定の知識を有する⽅を「レザーソムリエ」として育成し、革の持つ魅⼒を深く理解し、愛着を持って革製品を使⽤し、また、多くの人々に天然皮革の良さ
を知っていただけるように、レザーソムリエ資格試験制度をスタートさせました。
第3回目であり、かつ令和最初の今年の試験（11月10日日曜日、東京・大阪の2会場で実施）は、8月1日~9月30日まで申込受付を⾏いましたと
ころ、東京会場・大阪会場ともに定員を上回る申込みを頂きました！

申込期間：2019年

項目

8/1(木)〜9/30(月)

内容

発⾏元
日本革類卸売事業協同組合
レザーソムリエ事務局
（株式会社矢野経済研究所内）
https://www.leather-sommelier.jp/

試験日

2019年11月10日（日）13:10〜14:10（60分）
※受付12:30〜、説明13:00〜
①東京会場 TKPガーデンシティ渋谷（JR渋谷駅より徒歩3分程度）
②大阪会場 TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前（JR大阪駅駅より徒歩6分程度）
※詳細は受験票の送付時にお知らせします

会場

【情報提供・編集協⼒】
□一般社団法人日本皮革産業連合会
□日本革類卸売事業協同組合
□全日本爬虫類皮革産業協同組合
□日本靴小売商連盟
□全日本革靴工業協同組合連合会
□特定非営利活動法人日本靴工業会

受験資格

受験資格は定めない。※ただし日本国内に連絡可能な住所があること

□全国皮革服装協同組合
□日本服装ベルト工業連合会
□一般社団法人日本ハンドバッグ協会

受験料

5,500円（※消費税込）※振込手数料はご負担ください

□一般社団法人日本鞄協会
□日本手袋工業組合

（季刊）

レザーソムリエ・ニュース

レザーソムリエBasic（初級）
第3回 資格試験、おかげ様で定員を上回る申込みを頂きました!!

□一般社団法人日本タンナーズ協会

定員

①東京会場 200名

出題範囲

②大阪会場 150名

□東京皮革商工協同組合

全50問 、公式テキストより幅広く出題します

Leather Life is My Life
レザーソムリエのための無料情報誌！！

申込方法

ホームページ（https://leather-sommelier.jp/）からのお申込、
あるいはFAX送信によるお申込のどちらかでお願いします
受験料は下記⼝座までお振込にてお⽀払ください
●銀⾏名：みずほ銀⾏ 浅草⽀店 ●⼝座番号：普通⼝座 1062434
●名義：日本革類卸売事業協同組合（ﾆﾎﾝｶｸﾙｲｵﾛｼｳﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ）

① 第3回 レザーソムリエ資格試験の申込〆切迫る（1面）

支払方法

受験料ご⼊⾦確認後、受験票を発送（10月中旬〜下旬頃を予定）

③ 来年2月9日「中級皮革講座」の開催決定（2面）

合否発表

受験者全員に対して合否通知を郵送します
ホームページにて合格者受験番号を掲載（12月10日予定）

④ 「コロンブス工場⾒学会」10/25開催決定（3面）

資格授与

合格者に「レザーソムリエBasic（初級）」 資格を授与

受験票の発送

秋号の CONTENTS

② 全国5都市計7回「初級皮革講座」が無事終了（2面）

⑤ 皮革関連のイベントのお知らせ（4面以降）

●東京会場：TKPガーデンシティ渋谷

●大阪会場：TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東⼝ビル1F/4F ℡：03-6418-1073

〒530-0002大阪府大阪市北区曽根崎新地2-3-21 axビル 4F ℡：06-4400-0232

JR「渋谷駅」
東口から

徒歩

3分くらい

5分くらい

【広告欄】
【内容⾒本】

レザーソムリエ資格試験公式テキスト Basic（初級）編
皮革および革製品に関する基本的な知識について幅広く網羅したレザーソムリエ資格
試験公式テキストBasic（初級）編を販売しております。皮革の愛⽤者や販売者、
知識を深めたい全ての⽅に向けた内容で構成しています。ご興味・ご関⼼のある⽅は、
ホームページ上https://www.leather-sommelier.jp/text-info.html
からご注文ください。

■価格：2,180円（税込・送料込）

「大阪駅」
中央口から

徒歩

公式テキストのご紹介

JR大阪環状線

季刊

レザーソムリエ・ニュース（2面）

2019年度、Basic（初級）皮革講座が

（季刊）

全国主要5都市（東京・大阪・名古屋・仙台・博多）
にて、計7回を無事に終了しました!!
新元号「令和」でスタートした2019年度のBasic（初級）皮革講座では、これまでの東京・大阪・名
古屋に、仙台市（宮城県）と福岡市（福岡県）も加えた全国5都市で計7回開催し、9/11の大阪
会場（2回目）をもって全ての講座を無事に終了することができました（※内訳は、東京会場2回、大
阪会場2回、名古屋会場1回、仙台会場1回、福岡会場1回の、計7回）。

■座学

前半の座学では皮革の基礎知識からお⼿
⼊れ⽅法まで、知っておいて損はない皮革
の”うんちく“を学んで頂きました。翌日から、
革製品を⾒る目が変わります。

今回のBasic（初級）皮革講座でも、革の種類からお⼿⼊れ⽅法まで、皮革に関する基礎知識を
業界のプロが徹底解説させて頂き、そもそも「革」とは何か？「革」と「皮」は何がどう違うのか？「なめし」と
はいったい何なのか？・・・等々、基礎知識や革製品による皮革の使い分け、革製品のお⼿⼊れ⽅法な
ど実践的な知識まで網羅させて頂き、おかげさまでいずれの会場も盛況で、申込者数では定員を上回
る会場もありました。ご参加頂いた皆さま、ありがとうございました！！

・日本の皮革産業の歴史
・エコロジーと原皮
・鞣（なめ）しとは
・日本の革と海外の革との比較
・天然皮革と人工皮革の違い
・顔料と染料の違い

■実習

後半の実習では、さまざまな動物の『革』を、
実際に目で⾒て触って体感して頂きました。
革の種類、仕上げの⽅法や特徴に対する理
解が深まります。
4テーブル×20分
①テーブル
・牛革のサイズの違いと銀の違い
・クローム／タンニン鞣しの違い など
②テーブル
・エナメル、ガラスの製法と違い
・型押しとナチュラルな加工の違い など
③テーブル
各動物別の説明
・牛以外の各種動物革の説明
(豚 、山羊、羊、⿅など）
④テーブル
エキゾチックレザー等の説明

東京会場

大阪会場

名古屋会場

仙台会場

博多会場

開催日

1回目：6/16（日）
2回目：7/17（水）

1回目：6/30（日）
2回目：9/11（水）

7/28（日）

8/25（日）

9/1（日）

定員

各回100名

各回100名

100名

100名

100名

申し込み者数

1回目：117名
2回目：128名

1回目：101名
2回目：112名

75名

69名

70名

2020年2月9日（日曜日）
Professional（中級）皮革講座の開催が決定‼
初級合格者の皆さま、大変⻑らくお待たせいたしました！来たる2020年2月9日（日曜日）、レザーソムリエProfessional（中級）向けの皮革講座の開催が決定いたしました！
より実践的なProfessional（中級）皮革講座では、皮革に関するより深い知識を習得するための『座学』に加え、染料・顔料の塗布などの様々な実技・実演が盛りだくさんの内容を予定しております。
尚、このProfessional（中級）皮革講座は、Basic（初級）皮革講座の合格者のみご応募可能となりますので、ご興味・ご関心のある⽅は今年11月10日（日）に実施される「レザーソムリエ
Basic（初級）資格試験）【※受験料：税込5,500円】を忘れずに受験してください。 開催日時や開催時間・場所、定員数、受講料、募集開始時期などの詳細は、現在煮詰めている最中のため、
発表までもう少しだけお待ち頂くことになってしまいますが、間もなく発表させて頂きますので皆さま楽しみに待っていてください！！

実技・実演で使用する皮革素材の数々

実演での受講風景

講座1（50分程度）

講座2（50分程度）

講座3（50分程度）

①日本における皮革の歴史
②原皮と流通
③家畜皮の特⻑

①染色･加脂から仕上げまで
②外観･効果
仕上げ８種類

①利き革テスト(実技)
■Ａ４サイズの革23種類
②答え合わせ

④鞣し 皮が革になるまで
ｸﾛﾑ･ﾀﾝﾆﾝ･ｺﾝﾋﾞ
⑤染色･加脂から仕上げまで

アンティーク仕上げ
■フィルム仕上げ・箔仕上げ
(実演)

③間違えやすい革の説明と解
説

■染料と顔料の現物塗布(実演)
■バタ振りとアイロン(実演)

③塗装⽅法〜仕上げ剤
④革の各種加工

（写真は今年初旬に⾏われたトライアル版中級皮革講座）

実技・実演での受講風景①

実技・実演での受講風景②

（写真は今年初旬に⾏われたトライアル版中級皮革講座）

（写真は今年初旬に⾏われたトライアル版中級皮革講座）

講座4（60分程度）

講座5（60分程度）

①エキゾチックレザー中心
①「ワシントン条約」〜「JRAタグ」
〜「CITES(サイテス)」(スライド)

①ケア・お⼿⼊れ中心
①染料、顔料 (実技、実演)
②靴クリームの成分について

②型押し革との⾒分け⽅
③種別の説明

③革のPHについて
■クリーナーの革へのテスト
(実技)
④製品の仕上げについて
⑤仕上げ毎のお⼿⼊れについて

季刊

レザーソムリエ・ニュース（3面）

令和最初のレザーソムリエ合格者イベントを6/21（⾦）に開催!!

『栃木レザー』⼯場⾒学会

世界に誇る日本のタンナー
http://www.tochigi-leather.co.jp/

（季刊）

実施報告

去る6月21⽇（⾦曜⽇）、レザーソムリエBasic（初級）合格者
の皆さまの中から先着30名を対象として、⽇本が世界に誇る国産タ
ンナー『栃木レザー株式会社』の⼯場⾒学会を実施いたしました。
参加者の皆さまには、原皮をなめして革へと加⼯していく⼯程をあま
すことなく⾒学していただき、“皮から革へ”を体感して頂くと同時に、講
座「知って得するなめしと原皮の世界」を聴講していただきました。普
段⾒られない⼯場内の⾒学に加え、専門知識満載の講座もソムリエ
の皆さんから大好評でした！

レザーソムリエ合格者イベント第2弾!! 来たる10月25日（⾦曜日）

日本が世界に誇るシューケアメーカーの名門
『コロンブス』⼯場⾒学会 開催致します!!

来たる10月25⽇（⾦）、レザーソムリエBasic（初級）合格者の皆さまを対象として
、創業100周年を迎えるシューケアメーカーの名門『株式会社コロンブス」の⼯場⾒学会
を実施いたします。参加者の皆さまには、シューケア製品の製造⼯程をあますことなく⾒学
していただき、その後にはプロが教えるレザー製品に関するケア講座を聴講していただきま
す。しかも参加者全員に、お土産としてコロンブスのシューケア製品をお持ち帰り頂く特典
付きです。
今回は先着30名様のみ参加可能となっており、まだ若⼲名であれば申込みを受け付
けることができます。レザーソムリエBasic（初級）合格者の皆さまの中で、ご関心のある
方がおられましたら、ぜひレザーソムリエ事務局までご相談ください！！（※ただし、今回は
誠に恐縮ながら同業他社のご参加はご遠慮頂いておりますことを予めご了承ください）
先着30名様まで!!

■開催⽇

：2019年10月25⽇（⾦曜⽇）

■時間

：13：00〜16：00

■内容

：①⼯場⾒学（75分）

■参加費

：8,000円（消費税込み）／1名 ※レクリエーション保険代を含みます

定員残りわずか！

②レザー製品のケア講座（60分）※シューケアセットのお土産付き
■参加資格：レザーソムリエBasic（初級）合格者に限る
（※ただし同業他社に勤務する方は今回ご参加できません）
■定員

：先着30名様まで

■募集期間 ：※定員に達し次第終了

レザーウェアのお⼿⼊れと保存方法について

連載企画

これだけは知っておきたい！
皮革の知識・お⼿⼊れ

第2回

①ホコリやチリによる汚れ、乾いた汚れの場合は、
どのようにお手入れをしたらいいの？

—今回は裏側、スエードのお⼿⼊れ方法について解説します－
②液体や雨による汚れの場合は
どのようにお手入れをしたらいいの？

ホコリ・チリによる汚れや軽い汚れならば、硬めのナイロンブラシ
を強めに掛けることで、スエードの⽑切れとともに汚れも落とすこと

汚れの中で最も注意すべきは、ジュース、コーヒー、油などの液
体性のもので、この場合は速やかに吸収性の良い紙やガーゼなど

ができます。よほど強⼒に何度も同じ部分を擦らない限り、⽑が
抜けてしまうことはありませんのでご安心ください。
また、ホコリ・チリ以外の乾いた汚れのケースであれば、ホコリ・チ

で軽く叩くように吸い取ってください。スエードの⽑先は液体が溜
まっている間は簡単に取れますが、⽑の奥に入り込んでしまうとシ
ミになり、乾いてからはさらに取り除くのが難しくなります。尚、ベン

リによる汚れと同じ要領で、強めにブラッシングするとかなりの汚れ
が落とせます。この時、スエードの⽑も⼀緒に付着して取れること
がありますが、心配いりませんし、そのため革が破れることもありま

ジン・シンナーは禁物です。
雨に濡れた場合も速やかにタオルなどで軽く叩くように水分を取
り除き、ハンガーに掛けて風通しの良い場所で陰⼲ししてください。

せん。

乾燥した後は、スエードブラシでブラッシングを忘れずに！

季刊
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10月4日(⾦)・5日(土)

11月03日は“いいレザーの日”

Japan Leather Award 2019

（季刊）
LEATHER WORLD 2019

一般社団法人 日本皮革産業連合会（JLIA）は、10月4日(⾦)、東京・iTSCOM STUDIO

一般社団法人 日本皮革産業連合会（JLIA）は、“いいレザーの日”である11月03日を中心に、

審査会（応募作品一般公開）を開催!!

を東京と大阪で開催!!

& HALL 二子玉川ライズにて、12年目を迎えたJapan Leather Award 2019 審査会を開催し

皮革や皮革製品に触れる（TOUCH!）日として、「LEATHER WORLD 2019」を東京と⼤阪の2

ます。

か所で開催します。

このジャパンレザーアワードは国内最⼤規模のレザープロダクトコンペティションで、審査員⻑の東京

素材に触れる、職人の技術に触れる、ワークショップなどの体験を通して触れる。普段接する製品だけ

藝術⼤学 ⻑濱雅彦教授をはじめ、デザイナー・バイヤー・エディターなど各界のスペシャリストで構成さ

ではない皮革の魅⼒に、多⾯的に触れるイベントを通して、国産天然皮革が持つ、「⾊合い」「種類」

れる審査員11名の審査と協議により、各賞とグランプリ受賞作品を決定します。

「⼤きさ」「質感」を体験していただき、驚きと感動を皆さまにご提供します。

また、10月4日(⾦)・5日(土)の2日間、同会場にて全応募作品302点を一般公開します。作品に

⼊場無料で、どなたさまでもご参加いただけますので、レザーソムリエの皆さまもぜひご参加ください！

コメントしていただいた方先着350名様に可愛いレザーグッズをプレゼントするほか、ワークショップも開
催します。
詳細は、公式ウェブサイト＜http://award.jlia.or.jp/2019/＞に掲載しておりますので、気にな
る方はぜひチェックしてみてください。レザーソムリエの皆さまもぜひお⽴ち寄りください！

LEATHER WORLD 2018での皮革素材展示とワークショップの様子

東 京
［開催日］11月2日(土)・3日(日/祝日) 11:00〜20:00
［会 場］スパイラル スパイラルガーデン⻘⼭ 1F（東京都港区南⻘⼭5-6-23）

大 阪
［開催日］12月7日(土)・8日(日) 11:00〜20:00
［会 場］グランフロント⼤阪 北館1F ナレッジプラザ（⼤阪府⼤阪市北区⼤深町3-1）

10月26日(土)、東京・二子玉川
蔦屋家電にて「トークショー」を開催 !!

［開催日］10月4日(⾦) 10:00〜16:00・5日(土) 10:00〜18:00
［会 場］iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ東京都世田谷区玉川1-14-1）
［審査員］⻑濱雅彦審査員⻑をはじめ11名の審査員
［その他］表彰式は11/23(土/祝日) 14:00〜、東京・二子玉川ライズ ガレリアにて開催します

（注：製甲のまとめ作業は⾏いません）

革とファッションに精通する人を通じ、革の 魅⼒を広くご紹介します。
［開催日時］ 10月26日(土) 14:00〜15:00
［会 場］ 二子玉川 蔦屋家電 2F イベントスペース （東京都世田谷区玉川1-14-1）
［講演者］ 高橋 俊宏
⼭田 遊
［MC］

『Discover Japan』編集⻑
株式会社 メソッド 代表取締役

名越 涼（フリーアナウンサー）

［講演内容］
・皮革製品とファッションについて
Japan Leather Award 2108 審査会の様子

・皮革製品の良さについて

バイヤー／クリエイティブ・ディレクター

季刊

レザーソムリエ・ニュース（5面）

11月16日(土)・17日(日)、
（季刊）
「ひょうご皮革総合フェア2019」・「第28回 たつの市皮革まつり」を開催!!
兵庫県⽪⾰産業協同組合連合会は、兵庫県、たつの市に加え、関係市町の⽀援と関連する⺠間団体のご協⼒
を受け「ひょうご⽪⾰総合フェア2019」を、たつの市が⾏う「第28回 たつの市⽪⾰まつり」と合同で開催します。
このフェアは、地域に密着した歴史と伝統を誇る⽪⾰産業が市⺠とのふれあいの場を通して好感度を⾼めることに加
え、ひょうごの天然⽪⾰のPR、⽪⾰の⾼付加価値化の促進を図ることを目的に開催するイベントです。

開催名

開催場所

(1) 開会式
ホワイエ

(2) ニューレザーコンテスト2019 表彰式
入賞⽪⾰と応募作品展示 授与・受賞者等記念撮影
(3) ファッショングッズコレクション表彰式（たつのタンナー＆学⽣コラボ）

レザーソムリエの皆さまでご関心のある方は、ぜひ足を運んでみてください！

(4) 「ベストレザーニスト2019」のトークショー

［開催日］11月16日(土)・17日(日)

(5) 「プリンセスたつの」による創作コスチューム紹介

［会 場］たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール

大ホール

(6) 兵庫県⽴龍野北⾼校⽣ 他による創作デザインファッションショー

（兵庫県たつの市龍野町富永 tel. 0791-63-1888）

(7) 兵庫県⽴工業技術⽀援センター ⽪⾰製品取扱相談コーナー

［主 催］兵庫県、兵庫県⽪⾰産業協同組合連合会、

(8) ⾼級靴紹介コーナー（マンマ）

たつの市、たつの市⽪⾰産業総合推進協議会、

ギャラリー

(9) TLF100記念 The・前夜祭 衣装紹介コーナー
（資材連企画衣装展示）

⼀般社団法人 日本⽪⾰産業連合会
（レザーニストトークショー）

(10) 神⼾医療福祉専門学校・上田安子服飾専門学校・兵庫芸術
福祉大学・ 神⼾芸術工科大学 他による⽪⾰のデザイン作品展示

［後 援］近畿経済産業局、姫路市、

(11) 各種取り組みの歴史的資料コーナー
（レザーニスト・龍野北⾼校⽣10年の歩み・ミスたつの歴代衣装 他）

太子町、⼀般社団法人 日本タンナーズ協会、
龍野商工会議所、特定非営利活動法人日本⽪⾰技術協会

ホワイエ

(12) ⾰細工体験各種（アニマルフィギア・レザークラフト製作体験教室等）

［協 賛］兵庫県⾰製品研究会

(13) 地場産品紹介コーナー

市⺠広場等

ニューレザーコンテスト 2018の様子

10月19日（土）~21日（月）浅草エーラウンド2019開催!!
浅草エーラウンドとは
150年近く続く⾰靴の⽣産地であるという浅草の意外な⼀⾯を、楽しみながら知ってほしい──。浅草エーラウンドは、工房や地域のお店のみなさんの、こうした想いから始まったイベントです。観光地・浅草の
奥座敷、⾰靴の⽣産出荷額日本⼀を誇る「⾰のまち」である奥浅草エリアを中心に、普段は非公開の⾰靴づくりの現場などを巡り、モノづくりのDNAが息づく街の魅⼒を伝えます。毎回1万5000人〜2万人
を集客する⼀大イベントとなっておりますので、レザーソムリエの皆さまもぜひ足を運んでみてください！！（詳細は専用サイトをご覧ください http://a-round.info/ ）
手仕事を身近に味わう

経験豊かな職人が多く働く奥浅
草。専門性が⾼く分業化が進ん
だ⽣産現場を巡ることは、新しい
発⾒に満ちあふれています。そん
な技術の⼀端を学べる、ワーク
ショップも充実。

まち歩きツアー

街をよく知るガイドが引率、普段
は入れない靴の工場や奥浅草の
隠れスポット、下町グルメなどをめ
ぐります。観光地浅草とは⼀味
違う、ディープなツアーをお届けし
ます。

（注：製甲のまとめ作業は⾏いません）

江⼾まち たいとう芸楽祭
「まちかど映画会」

名誉顧問にビートたけし氏を迎え
た「江⼾まちたいとう芸楽祭」との
コラボ企画第2弾。『ハイヒール〜
こだわりが⽣んだおとぎ話』『ゴース
トニューヨークの幻』を上映。

ワークショップ・バザール

お子様と⼀緒に楽しめる⾰細工
から、本格的な鞄づくりまで、20
以上の企画を予定しています。
職人さんが手取り足取り教えてく
れるので、初めての方でも安心で
す。

マテリアルギャラリー

浅草駅近くのギャラリー(隅田公
園リバーサイドギャラリー)には、⾰
問屋が集結。掘り出し物の⾰素
材に加えて、雑貨や小物、ワーク
ショップなども出店します。

エーラウンド・マーケット

街をよく知るガイドが引率、普段
は入れない靴の工場や奥浅草の
隠れスポット、下町グルメなどをめ
ぐります。観光地浅草とは⼀味
違う、ディープなツアーをお届けし
ます。

季刊

レザーソムリエ・ニュース（6面）

12月4日(水)・5日(木)

東京レザー・フェアを開催‼
東京レザーフェアは、新たなマテリアルの提案及びトレンド情報の発信をするトレードショーとしてクリエ
イターに刺激を与え、創作意欲の向上、⽪⾰の需要の拡⼤及び業界の発展につながることを目的と
しており、⽇本最⼤のマテリアルの展示会として年2回開催しております。

11月30日（土）

（季刊）

第38回日本かばん技術創作コンクール
が開催されます‼

一般社団法人⽇本鞄協会（𠮷⽥輝幸理事⻑）では、11月30⽇（土曜⽇）に、第38回⽇本か
ばん技術創作コンクールを⾏います。
同コンクールは、歴史と伝統を継承する優秀な技術者を育成し、技術のレベルアップ及び企画、デザ
イン開発を促進させると同時に、⽇本製鞄の優秀性を社会にアピールすることを目的に2年に1度開催
されています。東京、⼤阪、名古屋、豊岡地区などから多数の作品が出品されますので、ソムリエの皆さ
まもぜひ⾒学に訪れてみてはいかがですか？
■会場
一般社団法人 東京鞄協会

⽪⾰業界は基より各業界関係者の皆さまへ⽪⾰の魅⼒のPRに努め、⽪⾰の可能性をアピールす

〒111-0051
東京都台東区蔵前4-16-3
東京鞄会館

る情報発信の展示会として開催されていますので、ソムリエの皆さまもぜひ足を運んでみてください！
■東京レザーフェア概要
会 期 2019年12月4⽇（水）9:00〜17:00（受付終了 16:30）
会 期 2019年12月5⽇（木）9:00〜16:30（受付終了 16:00）
会 場 都⽴産業貿易センター 台東館
〒111-0033 東京都台東区花川⼾2-6-5（TEL：03-3873-6564）
主 催 協同組合資材連 東京都台東区浅草6-20-6（聖天会館）TEL：03-3873-6564

10月18日(⾦)~20日(日)

第36回この道ひとすじ「尾張名古屋の職人展」
が開催されます‼

10月18⽇（⾦）〜20⽇（⽇）まで名古屋栄オアシス広場で開催される尾張名古屋の職人展

℡： 03-3862-3511
開催⽇：2019年11月30⽇（土）

10月24日(木)~11月21日（木）

全国5ヵ所で、「⾰・⾰製品の知識講習会」
を開催されます!!

NPO法人⽇本⽪⾰技術協会では、全⽇本爬虫類⽪⾰産業協同組合と共同で、⼤宮（埼玉）、

のステージで、19⽇（土）午後２時から、ベストレザーニスト2019に選ばれた、映画やテレビでおな

豊岡（兵庫）、札幌（北海道）、神⼾（兵庫）、広島（広島）の5都市で「⾰・⾰製品の知識

じみの「沢村一樹」との楽しいトークショーが⾏われます。

講習会」を実施いたします！⽪⾰製品の基礎、⾰の特性などを学んで頂ける良い機会となっており、⾰

また、期間中ステージ前のブースでは、中⽇本鞄工業組合によるミニボストンバッグ・ミニリュックサック
づくりの体験工房や、ランドセルの手縫実演、お値打ちなカバンの即売などもございます。
レザーソムリエの皆さまもぜひご来場してみてはいかがでしょうか!?

に関心のある方ならどなたでもご参加頂けますので、レザーソムリエの皆さまもぜひご参加してみてはいか
がでしょうか!?
尚、申込みの〆切は10/4と間近に迫っておりますが、空きがあるなど状況に応じて相談に応じてくれ

●イベント内容
技能作品の展示・製作実演・即売・製
作体験

ますので、ご関心のある方は下記のURLにて詳細をご確認頂き、直接お問い合わせしてみてください！

●⼊場料
無料

■日時・会場

●コメント
衣・食・住・生活の各種にわたる職人が
一堂に会し、さまざまな匠のわざが⾒
学・体験できるイベントです。
左写真は、昨年のブースの体験工房の
様子です。
【第36回この道ひとすじ「尾張名古屋の職人展」開催概要」
■趣旨
私たちの生活の中には、あらゆる分野に職人の「技」が生きています。
⼤量生産が浸透し、産業⽤ロボットが活躍する今⽇、規格化された製品の中で、人間的な潤い
が失われつつあります。
職人の「技」には、機械では代替できない創造⼒があります。素材に生命を与える手作りの温かさ
があります。
そこで、尾張名古屋の職人の「技」を広く紹介することにより、市⺠生活との結び付きを深め、さらに
は、技能関係者に技能についての理解と尊重気運の醸成を図り、技能職者相互の連帯を深め、
技術水準の維持向上を図ることを目的としています。
■時期
令和元年10月18⽇（⾦）〜20⽇（⽇）
・18⽇（⾦）午前10時〜午後6時
・19⽇（土）午前10時〜午後7時
・20⽇（⽇）午前10時〜午後5時
■会場
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１丁目11-1
（注：製甲のまとめ作業は⾏いません）
オアシス２１「銀河の広場」ＮＨＫ名古屋放送センタービル「プラザウェーブ２１」
■主催
「尾張名古屋の職人展」開催委員会
（名古屋市、 名古屋市技能職団体連合会、 名古屋伝統産業協会により構成）
■問合せ先
名古屋市市⺠経済局産業部産業労働課
電話：(052)972-3146
または名古屋市技能職団体連合会 電話：（052）745-6171
名古屋伝統産業協会 電話：（052）745-6170
■アクセス
市バス・地下鉄「栄」下⾞、名鉄「栄町」下⾞

ウェブサイト http://jalt-npo.jp/
詳細内容 http://jalt-npo.jp/wp-content/uploads/2019/09/19semimar1.jpg

①⼤宮会場（定員30名）10/24（木）9：50〜16：30
ソニックシティ会議室604 埼玉県さいたま市⼤宮区桜木町1-7-5
②豊岡会場（定員30名）10/29（火）9：50〜16：30
但⾺地域地場産業振興センター第一交流センター 兵庫県豊岡市⼤磯町1-79
③札幌会場（定員30名）11/07（木）9：50〜16：30
札幌コンベンションセンター206会議室 札幌市白石区東札幌6条1-1-1
④神⼾会場（定員30名）11/13（水）9：50〜16：30
神⼾国際会館701 兵庫県神⼾市中央区8-1-6
⑤広島会場（定員30名）11/21（木）9：50〜16：30
広島YMCA国際文化センター 本館401 広島県広島市中区八丁堀7-11
■参加費
無料
■講義概要
⽪⾰製造の基礎、⾰の特性、⾰の取り扱い方法、主な事故事例及び⽇本エコレザーとは何かなどを
学びます。初心者にも理解しやすいように、ビデオや実習なども多く取り⼊れています。
■受講対象
受講対象者は、営業、販売、製造、加工、企画、開発、品質管理、各種教育・試験・研究機関、メ
ンテナンス、クリーニング、クラフトなど⾰に関心のある方々ならどなたでも参加できます。
■締め切り
2019年10月4⽇（⾦）必着。ただし、締め切り以降も申込み状況によって受付いたします。お問い
合わせください。
■主催・申込先・連絡先
NPO法人 ⽇本⽪⾰技術協会 E-Mail nihonhikakugijyutsukyoukai@ybb.ne.jp
〒670-0964 姫路市豊沢町129番地 あさひビル4F 講習会係
TEL/FAX 079-284-5899 (※電話：月〜⾦、9時〜17時、土⽇祝⽇を除く）

