
アジアコスモポリタン賞受賞記念

奈良フォーラム2019

〔取材要領〕

2018年12月

奈良県総務部知事公室 国際課



報道関係者 各位

平成31年（2019年）1月10日（木）～11日（金）にかけて、
「アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2019」を開催します。

「平城遷都1300年記念アジアコスモポリタン賞」は、東アジア・アセアン経済研究セン
ター（ERIA)が、東アジアにおけるコスモポリタン都市のさきがけであった奈良・平城京
への遷都1300年を記念して創設した国際賞で、東アジア域内における文化面・経済面
での地域統合、域内の格差是正、持続可能な成長社会形成を主眼に、質的に充実し
た東アジア共同体形成に資する優れた貢献を行った個人・団体に対し、国籍を問わず、
本賞発案の地、奈良県において原則2年に1回授賞するものです。

つきましては、下記のとおり取材要領を作成いたしましたので、ご協力をよろしくお願
いします。

1.事前登録・問い合わせについて

①取材にお越しいただける場合は、事前登録をお願いいたします。

②巻末の「取材申込書」により、2019年1月4日（金）までに、
奈良県知事公室国際課へFAXにてお申し込みください。

2.開催概要

【名 称】アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2019

【日 程】2019年1月10日（木）～11日（金）

【場 所】奈良春日野国際フォーラム 甍 ～I・RA・KA～等

【主 催】奈良県、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA)

【後 援】外務省、経済産業省、一般財団法人自治体国際化協会、
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所、
公益社団法人関西経済連合会、読売新聞社

【協 賛】全日本空輸株式会社

取材要領①

〈問い合わせ先・登録先〉
奈良県知事公室国際課 東アジア連携係
電 話：0742-27-5821（直通）
FAX：0742-22-1260
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3.受付について

本フォーラム開催中は、下記のとおり、報道関係者の受付を設置します。

◆記念撮影／授賞式／受賞記念フォーラム／共同記者会見

日 時：1月10日（木）13：00～

場 所：奈良春日野国際フォーラム 甍 ～I・RA・KA～

◆教育プログラム（受賞者による特別講義）

①奈良女子大学［経済・社会科学賞］

日 時：1月11日（金）10：10～

場 所：文学系Ｓ棟 S235 教室

②奈良県立大学［文化賞］

日 時：1月11日（金）10：10～

場 所：地域交流棟 2F 中研修室

○受付では、まず御社の「記者証」をご提示いただき、お名刺を頂戴いたします。

名刺をお持ちでない場合は、受付簿に記名をお願いします。

○次に、「関係資料」、「同時通訳レシーバー（教育プログラムについては奈良女子大学

のみ）」をお渡しします。

御社の腕章は必ず、常時着用してください。

4.取材活動について

○取材が可能なプログラムは、次のページのとおりです。

○会場では、報道関係者の取材エリア（プレス席及び撮影場所）を設ける予定です。

取材エリア以外での撮影等はご遠慮ください。

○受付でお渡しした同時通訳レシーバーは、各取材日の終了時に、受付まで返却を

お願いします（教育プログラムについては奈良女子大学のみ）。

○その他、ご不明な点は関係スタッフにお問い合わせください。

5.報道関係者の駐車場について

◇奈良春日野国際フォーラム 甍 ～I・RA・KA～

地下駐車場

◇教育プログラム

各大学構内駐車スペース

※具体的な駐車位置等につきましては、スタッフの指示に従ってください。

ただし、駐車できる台数には限りがございます。

※奈良女子大学にお越しになられる方は、お申込の際に車種・車両番号を奈良県知事

公室国際課宛にご送付くださいますようお願いいたします。

取材要領②
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◇取材が可能なプログラムは、下記のとおりです。

時間 プログラム 会場

1月10日（木）

11：15～11：30 記念撮影

奈良春日野国際フォーラム

庭園
※雨天時は館内吹き抜け
階段

13：30～14：40
第4回平城遷都1300年記念アジアコスモポリタン賞授賞式

【大賞、経済・社会科学賞、文化賞、メモラブル賞】

奈良春日野国際フォーラム

能楽ホール

14：50～17：30 アジアコスモポリタン賞受賞記念フォーラム
奈良春日野国際フォーラム

能楽ホール

17：40～18：10 共同記者会見
奈良春日野国際フォーラム

会議室1

1月11日（金）

10：40～12：10

教育プログラム①
講師：リチャード E. ボールドウィン氏
（経済・社会科学賞受賞者による特別講義）

奈良女子大学

文学系Ｓ棟 S235 教室

教育プログラム②
講師：チームラボ
（文化賞受賞者による特別講義）

奈良県立大学

地域交流棟 2F 中研修室

取材対象プログラム
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【第4回ASIA COSMOPOLITAN AWARDS 受賞者略歴】

大 賞

リチャード E.ボールドウィン（Richard E. Baldwin）

福田 康夫（Yasuo Fukuda）

1958年生まれ。1991年よりジュネーブ高等国際問題開発研究所国際経済学教授。1990
年、ブッシュ政権（当時）の大統領経済諮問委員会シニア・エコノミストに就任。数多くの
政権や欧州委員会、経済開発機構（OECD)、欧州自由貿易連合（EFTA)等の顧問を歴
任。ICT革命による産業単位の国際分業から生産工程・タスクの国際分業への移行と位
置付け、ASEANにおける連結性概念形成に理論的基礎を与えた。自身の世界経済感
は今後進むべき産業・貿易政策や経済統合についての展望を示すものとして、アジアの
政府関係者にも大きな影響を及ぼしている。

1936年東京府東京市生まれ。群馬県高崎市出身。父である福田赳夫氏の秘書を14年間
務めた後、1990年の衆議院議員選挙において、旧群馬3区から出馬し初当選。第2次森
内閣において内閣官房長官を務め、2007年9月、第91代内閣総理大臣に就任。首相在
任期間中は対東南アジア外交の基本原則「福田ドクトリン」を基礎にアジア・ 太平洋地域
に対する日本政府の新たな外交理念を打ち出した。アジア外交を重要視し、ASEAN加盟
国が推進する「ASEAN共同体」構想への支持を表明。東アジア・アセアン経済研究セン
ター（ERIA）の設立に対しても多大なる尽力を行った。

文化賞

チームラボ（teamLab）

2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、デザイン、
そして自然界の交差点を模索している、学際的なウルトラテクノロジスト集団。代表である
猪子寿之氏を始めとして、アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、
建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。自己と自然の間に、そして、
自己と世界との間に境界はないと考え、アートによって、人間と自然、そして自己と世界と
の新しい関係を模索。サンフランシスコ・アジア美術館（サンフランシスコ）、アジア・ソサエ
ティ（ニューヨーク）等に作品が永久収蔵されている。

ノグチ ミエコ（Mieko Noguchi）

1969年神奈川県生まれ。武蔵野美術大学短期大学部工芸デザイン専攻科在学中
よりガラス制作を始め、1991年同大学卒業、吹き硝子工房横濱硝子に入る。2004年
神奈川県藤沢市に吹きガラス工房FUSION FACTORY(株）野口硝子設立。シルク・ドゥ・ソ
レイユZEDミュージアムオリジナル作品、フェアモントジャカルタのアートワーク等の作品制
作。2013年よりインドネシア、ボゴールにある自閉症患者の施設と提携しチャリティ展示会
開催。以降、毎年継続して当該イベントを実施。2018年日本ASEAN友好45周年記念作品
を制作、日本代表作品としてジャカルタのASEANギャラリーに収蔵。

メモラブル賞(特別賞）

故スリン・ピッスワン（Surin Pitsuwan）

1949年タイ王国ナコンシータマラート県生まれ。タマサート大学政治学部講師、副学長を
経て、1986年タイ王国下院議員に当選。1997年から2001年まで外務大臣を務め、2006年
から2007年まで国家立法議会議員。2008年ASEAN事務総長に就任、ASEANの国際的
なプレゼンスを前例のないレベルに引き上げ、世界中とASEANのつながりを構築した。
ASEAN事務総長の任期中は、民衆中心のコミュニティーを実現するための取り組みの一
環として市民団体との交流を強化することに熱心に取り組み、東アジアにおける地域統合
について様々な国際会議でも頻繁に講演を行うなど、ASEANの発展に大きく貢献した。
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【第4回ASIA COSMOPOLITAN AWARDS 基調講演者略歴】

基調講演

リム・ジョク・ホイ（Lim Jock Hoi）

1951年生まれ。ブルネイ・ダルサラーム国産業資源省国際関係・貿易開発部部長、外務
貿易省副事務次官を経て、2006年外務貿易省事務次官。2011年6月から2017年まで東
アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）理事会議長を併任。2018年1月より現職。
2007年、Seri Paduka Mahkotaブルネイ二等勲功章（D.P.M.B）を授章。
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第4回平城遷都1300年記念アジアコスモポリタン賞 授賞式

日 時：1月10日（木）13：30～14：40

会 場：奈良春日野国際フォーラム 1F能楽ホール

出席者：受賞者、選考委員、ERIA事務総長、奈良県知事、来賓 等

聴講者：450名程度
※同時通訳 日本語・英語（双方向）

時間 プログラム 出演者等

13：30～13：40 オープニングアトラクション

生糸：木場 大輔（胡弓奏者）
伊藤 麻衣子（箏奏者）

「桜花幻耀」「焔」

13：40～13：50 開会挨拶 西村 英俊（ERIA事務総長）

13：50～14：00 来賓挨拶

14：00～14：40
授与式
【大賞、経済・社会科学賞、文化賞、メモラブル賞】

受賞者
（福田 康夫氏、リチャード E. ボールドウィン氏、

チームラボ、ノグチ ミエコ氏、故スリン・ピッス
ワン氏）

西村 英俊（ERIA事務総長）、

荒井 正吾（奈良県知事）、選考委員、
ERIA関係者

取材機会詳細
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アジアコスモポリタン賞 受賞記念フォーラム

日 時：1月10日（木）14：50～17：30

会 場：奈良春日野国際フォーラム 1F 能楽ホール

出席者：受賞者、選考委員、ERIA事務総長、奈良県知事、基調講演者 等

聴講者：450名程度
※同時通訳、 日本語・英語（双方向）

取材機会詳細

時間 プログラム 出演者等

14:50～14:55 開会挨拶 荒井 正吾 奈良県知事

14:55～15:20 基調講演 リム･ジョク･ホイ ASEAN事務総長

15:20～17:25
受賞記念プログラム

17：25～17：30 閉会挨拶 西村 英俊ERIA事務総長

15：20～16：10
受賞者記念講演（大賞）
「アジアに生きる日本（仮題）」

福田 康夫氏

16：10～16：45
受賞者記念講演（経済・社会科学賞）
「グローバリゼーション、ロボット、そして未来の仕事」

リチャード E.ボールドウィン氏

16：45～17：25

受賞者対談（文化賞）
「ミクロコスモス・マクロコスモス―心と宇宙の
連結性」
※コーディネーター：西村 我尼吾（俳人）

チームラボ（猪子 寿之氏）
ノグチ ミエコ氏
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＜会場レイアウト＞ 奈良春日野国際フォーラム 1F能楽ホール

※当日の状況により、プレス席の位置などに、変更が生じる場合があります。

プレス席・カメラ位置

取材機会詳細
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共同記者会見
日 時：1月10日（木） 17：40～18：10

会 場：奈良春日野国際フォーラム 1F 会議室 1

出席者：受賞者、主催者代表（奈良県知事、ERIA事務総長）

※同時通訳 日本語・英語（双方向）

時間 プログラム 登壇者

17：30～17：35

プレス入室

登壇者集合・着席

○福田 康夫氏
○リチャード E. ボールドウィン氏
○チームラボ
○ノグチ ミエコ氏
○故スリン・ピッスワン氏代理：
フアディ・ピッスワン氏

○ERIA事務総長 西村 英俊
○奈良県知事 荒井 正吾

17：40～18：10

開会挨拶 司会者

主催者挨拶 奈良県知事 荒井 正吾

記者質問

閉会～登壇者退場 司会者

【登壇者】
①荒井 正吾 奈良県知事
②故スリン・ピッスワン氏代理：
フアディ・ピッスワン氏

③リチャード E. ボールドウィン氏
④福田 康夫氏
⑤チームラボ
⑥ノグチ ミエコ氏
⑦西村 英俊 ERIA事務総長

取材機会詳細

② ①③⑤ ④⑥⑦
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教育プログラム（特別講義）

日 時：1月11日（金） 10：40～12：10

会 場：奈良女子大学、奈良県立大学

出席者：受賞者、大学関係者

聴講者：大学生

形 式：講義形式 ※同時通訳（①のみ）日本語・英語（双方向）

時間 プログラム 講師

10：40～12：10

教育プログラム①
（奈良女子大学）

【経済・社会科学賞受賞者】
リチャード E.ボールドウィン
「ITと新たなグローバリゼーション：グローバリゼーションの
影響がこれほど異なるのはなぜか？」
“Information technology and the New Globalisation: Why is 
globalisation’s impact so different?”

教育プログラム②
（奈良県立大学）

【文化賞受賞者】

チームラボ
「DIGITAL ART by teamLab」

会場配置図

取材機会詳細

教育プログラム①
奈良女子大学
S235教室教育プログラム②

奈良県立大学
中研修室

駐車場
※スタッフの誘導に従って駐車を
お願い致します。駐車可能台数に
限りがございますので近隣の
コインパーキングもご利用ください。
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東門よりご来場ください

駐車場
※事前に車種・車番情報を奈良県知
事公室国際課宛にご送付ください。

スタッフの誘導に従って駐車をお願い
致します。駐車可能台数に
限りがございますので近隣の
コインパーキングもご利用ください。



取材機会詳細

＜会場レイアウト＞ 奈良女子大学 S235大教室

黒 板
←スクリーン操作

出入口
教 卓

出入口

出入口

ラック
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取材機会詳細

中研修室
135席
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講師演台

スクリーン

受付

＜会場レイアウト＞ 奈良県立大学 地域交流棟 2Ｆ 中研修室

プレス席



【1月10日 記念撮影・授賞式・受賞記念フォーラム・共同記者会見 会場】
奈良春日野国際フォーラム

●会場名 奈良春日野国際フォーラム 甍 ～I・RA・KA～
●所在地 〒630-8212 奈良県奈良市春日野町101
●電話番号 0742-27-2630

●電車 近鉄奈良駅より徒歩20分
●バス 近鉄奈良駅 5番出口 奈良交通バス「春日大社本殿」行き、

「奈良春日野国際フォーラム 甍前」下車すぐ
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会場アクセス

【会場概要】

【会場アクセス】



【1月11日 教育プログラム① 会場】 奈良女子大学

会場アクセス

【会場概要】

【会場アクセス】

●会場名 奈良女子大学 Ｓ２３５大教室
●所在地 〒630-8506 

奈良市北魚屋東町
●電話番号 0742-20-3204
●収容人数 312名

●徒歩 近鉄奈良駅1番出口より約5分
●路線バス JR奈良駅より市内循環バス「近鉄奈良駅前」下車 徒歩5分

奈良女子大学
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【1月11日 教育プログラム② 会場】 奈良県立大学

会場アクセス

●会場名 奈良県立大学 地域交流棟 2F 中研修室
●所在地 〒630-8258

奈良市船橋町10番地
●電話番号 0742-22-4978
●収容人数 135名

【会場アクセス】

●徒歩 JR奈良駅、近鉄奈良駅より徒歩10分

【会場概要】
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アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2019 取材申込用紙

登録締切 2019年1月4日（金）

「取材申込用紙」送付先＿奈良県知事公室国際課 東アジア連携係 FAX:0742-22-1260

■1/10（木） ※いずれの会場も、音声ラインの用意はございません。

時間 プログラム 会場 取材記者数

11：15～11：30 記念撮影
奈良春日野
国際フォーラム（庭園）
※雨天の場合は階段

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

13：30～14：40
第4回平城遷都1300年記念
アジアコスモポリタン賞授賞式

奈良春日野
国際フォーラム
能楽ホール

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

14：50～17：30
アジアコスモポリタン賞
受賞記念フォーラム

奈良春日野
国際フォーラム
能楽ホール

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

17：40～18：10 共同記者会見
奈良春日野
国際フォーラム
会議室1

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

■1/11（金） ※いずれの会場も、音声ラインの用意はございません。

時間 プログラム 会場 取材記者数

10：40～12：10

教育プログラム①（特別講義）
【経済・社会科学賞受賞者】

奈良女子大学
文学系Ｓ棟 S235 教室

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

奈良女子大学お申込の方で駐車場をご希望の方は車種・車番を
ご教示ください。

車種 .
車番 .

教育プログラム②（特別講義）
【文化賞受賞者】

奈良県立大学
地域交流棟 2F 中研修室

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

点線内に数字をご記入の上
ファックスしてください

貴社名

お名前

TEL

FAX

E－mail17


