
!! !!
第4ミッション：伝統工芸&デザイン 

4th MISSION: ART CRAFTS&DESIGN 
!
!
!
主催：  NPO法人Hasekura Program  

サポート：  在バルセロナ日本総領事館,　在日本スペイン大使館、  

   Generalitat de Catalunya（カタルーニア州政府） 

!
後援：  日本国際交流基金 

!
協力：  Barcelona Activa, BAU, Brots, CCAM, Diputació de Barcelona,  

   Fab10, FAD , Foment de Ciutat Vella, Institut Ramon Llull, KOETANIA 
   Mater FAD, Turisme de Barcelona !
会期：  平成26年6月30日ー7月5日 

!
会場：  スペイン、バルセロナ 

!!!
Participants to the Hasekura2.0 4th Mission will be exhibiting their works at the Exhi-
bition: “The path to Tohoku: Nature, Tradition, Innovation”(「東北への道：自然・伝
統・イノベーション」展) which will take place at Palau Robert,Barcelona, between 

July 03rd and August 31st 2014, co-oganized by NPO Hasekura Program, Anywhere 
Door, Miyagi Local Products Distribution Development Research Society. !!!!!!!!!!!!!

!!
An official project of: 

http://hasekuraprogram.com/
http://www.fablabbcn.org/
http://www.fad.cat/contents/view/home/lang:eng


!!!!
概要 

!
背景 !
自然豊かな日本の地方では、何百年も前から美しい手作り製品を生み出してきました。和紙、漆、
南部鉄器、藍染めなどの工芸品は、日本固有のものですが、ひいては人類の文化遺産でもあります。
残念ながら、近年の世界各地で大量生産、若者の大都市への移動、日本社会の高齢化の加速などに
より、きめ細やかな技術の次世代への伝承が危うくなっているのが現状です。しかし、震災後の日
本では、地方の伝統技術が見直され、多くの革新的なプロジェクトが発ちあがり、雇用が創出され、
ビジネスの機会が生み出されてきています。 !
目標 !
支倉2.0プログラム第４ミッション美術工芸品とデザインは、以下の場を提供したいと思います。 !
a) 革新的かつ創造的ながらも、国際市場に進出するために求められる知識（市場、言語、コンタ
クト）がないプロジェクトをどうしたら市場で成功できるか、地方間の連帯を促進しサポート
します。 !

b) 東北地方の美しく持続可能な製品を再評価し、新しい技術を学び、世界で活躍する経験豊かな
デザイナーから専門的なテクニックを学び、世界のマーケットへ入っていきます。 !
従来からの原材料を使った製品でも、伝統的な知識や技術に現代の技術やノウハウを加え、製作
過程やデザインに生かし、支倉2.0プログラム第４ミッションでは、東洋と西洋のコラボレー
ションのみにとどまらず、長い歴史的遺産を維持し、社会や環境と持続可能な関係を築きつつ、
顧客の好みに合わせた東北の物産品を生み出し、世界に通じる伝統工芸の製作モデルを構築しま
す。 !

構成 !
支倉2.0プログラム第４ミッションの構造は、以下の通りです。 !

a) 2014年7月、8月にバルセロナで展覧会を開催します。この展覧会は、カタルーニャ州政府
と在バルセロナ総領事館のサポートを受ける、日本・スペイン友好400周年記念の大きなイ
ベントの一つです。 
カタルーニャ州の州都、バルセロナ市内の中心にある会場のパラウ・ロベルトは、観光シー
ズンの夏は一日に多数の外国人観光客が訪れる、市内でも有数の建物です。 !

b) 7月第一週に、バルセロナでFAD（全デザインフェスティバル）やFab10と呼ばれる、第10

回Fablabネットワーク国際会議など、現地の作家や世界的デザイナーが参加するワーク
ショップや講義に、支倉ミッションも参加します。 !!

An official project of: 



!!
展覧会では、震災後に活躍目ざましい日本人工芸作家が再デザインまたは再発見した製品を紹介し
ます。また、一般客（現地在住の方や観光客）に限らず、世界各国の力のあるバイヤーを魅了し、
それぞれの国のマーケット（スペインヨーロッパ）に展示製品を売りたいと思ってもらえるように
することです。 (目標2 .a) !
ワークショップでは、日本から招いた工芸作家の方々に自身の作品を説明して頂きます。その上で、
ポテンシャルの高い日本の伝統工芸品を、現代の国際社会の嗜好に合わせ、さらに再度作り直し、
再度デザインしなおせるオープンな場にします。そして時代の流れに合った “新しい生活への機会”

を提供いたします。(目標2.b) !
第4ミッションの一週間は、日本人の中でも選りすぐりのプロデューサー、デザイナー、メーカー
の方（多くは家族経営企業や社会企業家）が作品を披露するためにワークショップへ参加して頂き、
バルセロナのデザイナー、生産者、一般市民とこの場の体験を共有します。  !!
支倉2.0第4ミッション特徴 !

1. 支倉2.0国際ビジネス交流は、日本について深い知識と関心を持つヨーロッパ人によって、
日本の地方間での連帯を通じ、地方の復興の支援を目的として設立されました。 !

2. あえて外国人がアンバサダーとなることで、すばらしい価値があっても、その国では“あた
り前”と認識されてしまうことも、異なる視点から客観的に目を向ける事ができるので、よ
り説得力があるのではないでしょうか。  !

3. 支倉2.0第４ミッションは、単なるワークショップと展覧会だけでも、この二つの活動の
組わせだけでもありません。小規模企業や若年層のプロヂューサーを通じて、震災後に生
じた新しく、クール、クリエイティブで斬新な日本を海外にお見せする場を提供いたしま
す。 !

4. 欧州の夏のバケーション・シーズンで人気の観光地、バルセロナを舞台に、国際的に重要な
FADやFabLab10といった２つのイベントを軸に行うこの第４ミッションが、日スペイン双
方の交流をさらに深めます。そして震災後の日本が再び世界を舞台に活躍できるよう機会を
作ります。 !
支倉2.0第４ミッションは、震災後の元気な東北を強くサポートし、日本復興のモデルとし
てだけでなく、経済危機の中にある欧州ビジネスへの参考にします。 !

5. 国内外での認知度は低いながらも、東北で活躍するクリエイティブな若い起業家は、知られ
ざる現代日本を代表する存在です。社会や環境に敏感な若い世代は日本の財産で、震災から
再生する東北の未来を見据える力は高く、日本のソフト面の外交を担う一つの力として使わ
れるべきです。 

! !!
An official project of: 



!!!!!!
日程 
!
• 06月.06日　（金）  !
 16.30h   スペイン大使館にてオリエンテーション 

    場所：Spanish Embassy in Tokyo 

    〒106-0032　東京都港区六本木1丁目3-29  
    電話：03-3583-8531、03-3583-8532 

    担当者：スペイン大使館商務部アナリスト、内田瑞子氏 

  
 18.30h  スペインのタパスバーにてネットワーク・ディナー（場所は後日連絡）!!
• 6月29日（日） 

 22.30h   成田空港出発　（カタール航空、ドハー経由、利用) 

!
• 6月30日（月） 

 14.15h   バルセロナ　EL PRAT空港到着。空港まで送迎。     

   宿泊先:   

    HOTEL NEXT TO 
    carrer Rosselló 242 
    08008 Barcelona !
   および 

    HOTEL ACTUAL 
    carrer Rosselló 238 
    08008 Barcelona 
     
 17.30h  ホテルで集合、 

    IEDデザイン大学を訪問（予定） !
 19.00h  「東北への道：自然・伝統・イノベーション」展の　 

    会場、パラウ・ロベルトを下見、 
    バルセロナ日本人関係者による歓迎夕食会 

    会場: Quatre Gats 
!

!!
An official project of: 

http://www.embassyin.jp/spain/
http://nextto.biz
http://www.hotelactual.com
http://www.ied.edu/barcelona/home
http://4gats.com/en/


!!!!!
• 7月1日（火） 

 08.30-13.00h ホテルで集合、バスでバルセロナガイドつきツアー 
 10.30h  POBLE ESPANYOL  ポブレ・エスパニョール 見学 

   （スペイン村、多くの職人やデザイナーの工房がある観光施設）、 

 12.00h  サグラダファミリア教会にて彫刻家の外尾悦夫氏と会合 
 
 13.00h  プレゼンテーション：「バルセロナとオリンピック後の経済発展」や地元工芸品 

  　　　促進プログラム“Fet a ma” 「フェタ・マ」(手作り)などに ついて  
   担当者：　Marc Sans氏, Barcelona Activa バルセロナ市国際ビジネス推進部 

 14.00-16.00h 昼食 

 16.00-19.00h FAD OPEN DESIGN CONFERENCEオープン・デザイン講演に参加 
   Design Hub Museum デザインハブ美術館 

   およびFAD2014受賞プロジェクト見学 

 夕方  自由時間 

!
• 7月2日（水） 

 09.00h  ホテルで集合、地下鉄でCCAMへの移動 

 9.30-11.30h　Catalonian Consortium for Trade, Art Crafts and Fashion (CCAM) 

    (カタルーニャ・貿易・工芸・ファッション協会)による 

   プレゼンテーション：「 伝統工芸およびカタルーニャのイノベーション」 

    
 11.30-13.00h バルセロナ市役所による旧市街の散策ツアー（ゴシック地区、ラバル地区、 

   ポブレセック地区、市や草の根団体、ショップ、住民共同体がどのように荒廃地 

   域の再生に貢献したかを見て歩く 

 !
!

!!
An official project of: 

http://www.poble-espanyol.com/en/craftsmanship/craftspeople-barcelona
http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/creacio-d-empreses/programes-a-mida/fet-a-ma.jsp
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/en/
http://fad.cat/congres/en/
http://www.museudeldisseny.cat/en
http://www.ccam.cat/ca/Cos/consorci:quisom


!!
!
 14.00-15.30h 昼食　（レスタウラン El Sortidor） 

 16.00-19.00h ワークショップ: 「FAB X JAPANESE CRAFTS」 @FAB10国際カンファレンス 

　　　　会場：Fira de Barcelona 

 どのようにHI-TECHと新技術を伝統的な素材に適応できるのか。本ワークショップでは、 

 日本のFabLabsと共同で、Fab10世界的なFabLabネットワークの年次会議中に開催。 
    
 夕方  懇親会　（レスタウラン　Taverna Can Margarit ） 

!
• 7月3日（木） 

 10.00-14.00h　TOHOKOLABOワークショップ 

 地元デザイナー、工芸作家、学生と Institut Ramon Llull （Diagonal 373)にて 

 日本の伝統素材のJAPANESE MATERIALS CREATIVE WORKSHOP 

    
 本ワークショップでは日本の参加者が地元の参加者へ各プロジェクトを紹介します。 

 新しい可能性や創造のアイデアを共有するブレーンストーミ ングセッションを行います。 !
 14.00-16.00h 昼食　La Bodegueda de Provença !
 16.30-17.30h 　バルセロナ出身世界中有名なデザイナーNanimarquinaショールームを訪問 

   　自由行動およびデモンストレーションの準備 

 
 19.00-20.30h 「東北の道：自然、伝統、イノベーション｣展 

   開会式、パラウ・ロベルトにてデモンストレーションとカクテルパーティ 

 夕方  懇親会  

!
• 7月4日（金） 

 8.30-18.30h  l’Estartit へのフィールドトリップと Brots Design Centre への訪問. 

バルセロナから約1時間半の距離の持続可能な有名な観光都市でもある美しい　    　　
漁師の村を訪れます。 

 19.30h  在バルセロナ総領事との会食　（公邸にて） 

!!
An official project of: 

http://elsortidor.com
http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187497-d871502-Reviews-Taverna_Can_Margarit-Barcelona_Catalonia.html
http://www.llull.cat/english/home/index.cfm
http://provenca.labodegueta.cat
http://nanimarquina.com/en
http://www.visitestartit.com
http://brots.org/filosofia_eng.html


!!!!
• 7月5日（土） 

 10.00-11.00h  支倉プログラム第4ミッション終了式 

   自由行動 

 13.00h  タパスランチ 

 13.40h  空港への移動 
 15.45h  バルセロナ空港発　（成田到着翌日7月） 

!!!!!
———- !
注   

1） すべてのワークショップ、プレゼンテーション、国際会議への参加は、支倉2.0プログラムの賛
同者、協力機関から提供されます。 !
2)該当する参加者につきましては、決まった日本からのエコノミークラス往復航空運賃と宿泊費
（２泊まで）は国際交流基金によってカバーされます。 !
3） スペイン国内での交通費、３泊ホテル代、全て昼食費や30日の歓迎会夕食代、通訳費として、
参加費が必要です。 !
4) 特にプログラムに記載されていない限り、食事、クリーニング、電話代などの個人費用は参加者
が負担することとします。 !
5）国際交流基金支援対象でない参加者は、航空運賃、宿泊費を含むすべての渡航費を支払う必要
があります。詳しくは事務局にお問い合わせください。 !!!
お問い合わせ !
レナータ・ピアッツア 
RENATA    PIAZZA 
+34.692.220.619 
LINE: hasekurarenata 
SKYPE: piazzarenata 
renata@hasekuraprogram.com

!!
An official project of: 

mailto:renata@hasekuraprogram.com

