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高岡クラフト市場街
町歩きから、食・クラフトまで

工芸都市高岡2018クラフト展
全国から集まった逸品クラフト

日本遺産サミットin高岡

銅器団地オープンファクトリー
歩いて回れる、工場見学

ミラレ金屋町
工芸本来の魅力を伝統的な町家で
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AEON MALL高岡
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高岡

高岡砺波スマート
インターチェンジ

高岡駅

新高岡駅

17:0015:0013:0011:00 16:0014:0012:0010:00

シンポジウム
(12：30～14：10)

ワークショップ
(14：３0～17：00)

ご当地キャラPR
(10：00～10：30)

ご当地キャラPR
(12：00～12：30)

問い合わせ先　高岡市文化創造課　TEL0766-20-1255
※内容は一部変更になる可能性があります。　※ワークショップの内容・時間など、詳しくはウェブサイトをご覧ください。

お菓子、クリアファイル、ばんそうこう、オリジナル缶バッジ、ボールペンなど、
限定レアアイテムを各日先着500名にもれなくプレゼント！

★ポイントラリー参加方法★
①このチラシを持ってワークショップを体験しよう
　ワークショップ1回でスタンプ1つ(= 1ポイント)押してもらえます。ウイング・ウイング
　高岡6階、高岡駅改札前、金屋緑地公園はポイント2 倍！1つのワークショップを
　体験するだけでスタンプを2つもらえます。

②スタンプ4つが集まったらプレゼントをもらおう
　引き換え場所：ウイング・ウイング高岡1階 日本遺産サミット in 高岡総合案内
　引き換え時間：22日(土 )14:30～17:00、23日(日)10:00～16:00

ワークショップポイントを4つ集めた人に限定グッズをプレゼント！

日本遺産サミット in 高岡 検索

グッズ
引き換え済み

タイムスケジュール

サテライト会場へのアクセス

ワークショップ
(10：00～16：00)

触れる展示・物販コーナー・グルメコーナー
(11：00～17：00)

触れる展示・物販コーナー・グルメコーナー
(10：00～16：00)

◯

毎時20分、50分発

所要時間
約5分

毎時00分、30分発

金屋町観光バス駐車場
(ミラレ金屋町)

木舟町
(高岡クラフト市場街)

高岡駅前バス停7番のりば
(日本遺産サミット)

料金▷ 無料
始発▷ 高岡駅 10:00発
終発▷ 金屋町観光駐車場 17:20発

サテライト会場3
高岡駅改札前
ワークショップ1ブース
23日10:00～16:00

サテライト会場2
山町筋観光駐車場
ご当地キャラクターPR
23日12:00～12:30

©Daiichi Printing

サテライト会場1
金屋緑地公園
ワークショップ3ブース
22日15:00～17:00
23日10:00～16:00

レンタルサイクル
自転車でのんびりまち巡り

会場シャトルバス
会場間のアクセスに便利！

時間▷ 10:00～16:00
料金▷ 200円(1回)

… 市場街コンシェルジュ

… レンタルサイクル

… 市営駐車場P

サテライト
会場は
3箇所！

主催 文化庁、日本遺産連盟、高岡市、高岡市日本遺産推進協議会　共催 観光庁　協賛 株式会社 伊藤園

日本遺産サミット
メイン会場：高岡市生涯学習センター（ウイング・ウイング高岡） 
サテライト会場：金屋緑地公園、山町筋、高岡駅

全国67の物語を体験・体感！

体験メニューが盛りだくさん。さぁ行くぞ！

各地の魅力的な歴史・文化をわかりやすく、面白く伝える物語＝日本遺産。
地域ごとに工夫したテーマ設定で、これまでに全国で67の物語が認定されています。
これら全ての物語が、高岡に集結する2日間です！

in高岡

22日 11:00～17:00 10:00～16:00　23日

 
9月22日（土）
　 23日（日）

特別な2日間

入場無料



・丹波篠山デカンショ節に歌い継がれる丹波焼陶芸体験

・遍路衣装の試着／ＶＲで歩き遍路を体験

・ミニトレインに乗って大正時代のやばけい観光・日本古来のたたら製鉄を体験

ポイント

2倍!高岡駅改札前 ※23日のみ開催
ポイント

2倍!金屋緑地公園サテライト会場

1階

研修室502・ミーティング室

・弘道館和算体験／足利学校漢字試験／咸宜園入門ぼっくす

・お茶講座／茶葉飲み比べ・ブレンド／
 石臼でお茶ひき体験

・伝統工芸・若狭塗箸 研ぎ出し体験

・飛鳥時代の女性衣装体験／ぬり絵で四神しおり作り

・迷路から脱出せよ！箱庭的都市尾道

・出羽三山・山伏が頭に巻く白い布「宝冠」で記念撮影

・日本遺産「一本の水路」VR 体験

・佐倉藩士になろう！(兜・陣羽織試着体験)

・大山に伝わる浮世絵の版画刷り体験／大山能体験講座

・弥生時代のアクセサリー・勾玉作りに挑戦！

・さるぼぼの形の積み木で楽しもう！

・手のひらサイズの可愛い銅鏡鋳造体験

・村上海賊／甲冑着付／
 日本遺産大使開発料理の試食販売

・世界で一つだけオリジナルデニムグッズを作ろう

・日本六古窯の器を楽しむお茶セミナー

・卓上手機によるシルクコースターづくり体験

・山形・紅花染め体験／紅花ペーパーフラワーづくり

・簡単！かわいい♪ゆず香る石鹸・バスソルト作り♪

・井波彫刻鳴子制作体験

・くにさき七島藺ミサンガづくり

・お魚たっぷり自分だけのふりかけ作り

・三宝・神酒の口作り～曲木の技を体験～

・粘土を握ってマイお地蔵さま作り

日本遺産シンポジウム

グルメコーナー

〇トークセッション　　（進行：クリス・グレン氏）
　登壇者 宮田亮平氏　文化庁長官
 髙橋正樹氏　高岡市長
 平岡成哲氏　観光庁観光地域振興部長
 三國清三氏　日本遺産大使・料理人　

◯基調講演
日本遺産で稼ぐ！ 旅行者に日本遺産の魅力を伝えるには
インバウンド観光アドバイザー　クリス・グレン氏

22日 12:30～14:10　4階ホール 入場無料・先着順

日本遺産大使カー

「その土地ならではの食文化」も日本遺産の旅の醍醐味。
今回は旧軍港都市佐世保の海軍さんのビーフシチュー
や群馬の粉もの文化・桐生焼きそば、地元高岡のととまる
やトコロテンが出展。22日には、日本遺産大使の三國
シェフが開発した小松のスープカレーを限定販売。

67の「物語」を体感できるコーナー。置いてある展示物全
部触れます。見て！ 触って！ におって!? 各地の空気ごと、
物語を感じてください。　※レプリカ含む

キッチンサロン

・門司港バナナの叩き売り

広場公園

・能登のキリコ祭り 360度パノラマVR

・三朝温泉100%使用！三朝みすとを体感

・秘祭津和野踊り！！ニンジャ(？)踊りに挑戦！

・1300年前の「西の都」大宰府をVRで歩く

・お米からできた「球磨焼酎」の無料試飲

・源頼朝が建てた寺をVRで体感しよう！

・紙コップで火焔土器作り／土器の復元／破片に触れる

・手裏剣体験！忍者修行

・大谷石コースターづくり体験／大谷夏いちご試食

・やきものの伝統的な紋様を用いた転写ネイル

4階ホール ※23日のみ開催

全国各地の美味しい食べ物、工芸品・伝統産品など、
特産品を切り口にして、各地の歴史に思いをはせてみる
と、また違った「日本遺産」の魅力に気づくことができる
かもしれません。旅行気分で、お土産を探してみては
いかがですか？

多彩なメニューを通して、全国津々浦々の日本遺産の物語を一度に体験できるのは日本遺産サミットだけ。
各地の方とお話ししながら、五感で、歴史・文化を体験。ポイントラリーに参加して限定アイテムをゲットしよう。
※会場は4～6階の各フロアと広場公園。　※実費の必要なワークショップもあります。　 

どうたく

例）ほら貝、銅鐸、ウンスンかるた、和算セット、六古窯のやきもの、大谷石、
　 紅花、手回しミシン、鬼面、ミニ大仏、湯浅醤油、ゆず、など

三國清三氏
日本遺産大使。料理人。
オテル・ドゥ・ミクニ
オーナーシェフ。一般社団
法人国際食文化交流
協会代表理事。

クリス・グレン氏
オーストラリア出身。インバウンド
観光アドバイザー、ラジオD J
など多方面で活躍。あいち観光
戦略推進委員、関ヶ原観光大使
などを歴任。

各地のご当地キャラクターが
地元の日本遺産PRのために
かけつけます！

23日10:00～10:30
©2010熊本県くまモン 協力 熊本県大阪事務所
※くまモンはウィング・ウィングのみ登場します。

の物販コーナー19の触れる展示コーナー67

のワークショップ38
研修室501 研修室503・504

10:00～16:0022日 23日11:00～17:00

10:00～16:00
22日
23日

14:30～17:00

今年の日本遺産サミットのテーマは体験・体感。
①シンポジウム、②ワークショップ、③触れる展示コーナー、④グルメ
コーナー、⑤物販コーナーの 5つの催しを通して、全国各地で大切
に守り伝えられてきた多様な文化を満喫できる 2日間です。
一緒に、日本遺産の旅に出かけませんか。

5つの催しで
日本遺産を体験・体感 ポイント

2倍!

特別に展示中！

広場公園

ウイング・ウイング高岡
フロアガイド

研修室502・ミーティング室5階

キッチンサロン
6階

4階

正面
入り口

4階ホール

ポイント

2倍!　　  マークは、ポイント

ラリーのポイントが 2倍！
詳しくは裏表紙を見てね！

4階では、22日はシンポジウムを
やってるよ！

研修室501

研修室503・504

くまモンや
バリィさんも登場。

※写真はイメージです


