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報道関係者 各位

令和5年（2023年）1月１9日（木）～20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2023」を開催します。

「奈良平城京－ERIAアジアコスモポリタン賞」は、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、東アジア・アセアン
経済研究センター（ERIA）が、本賞発案の地、奈良県において2年に1回、贈呈する国際賞
です。

つきましては、次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、2023年1月13日（金）までに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2023

【日 程】 2023年1月18日（水）～20日（金）

【場 所】 奈良県コンベンションセンター ほか

【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
（担当：浅井、山口）
電話：０７４２－２７－５８２１（直通）
ＦＡＸ：０７４２－２２－１２６０
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３．取材活動について

○取材が可能なプログラムは、下記のとおりです。

○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。

○フォーラム開催中は、御社の腕章を常時着用いただきますようお願いします。

○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。

取材要領②

時 間 プログラム 会 場

1月19日（木）

11:00～11：30 記念撮影

平城宮跡歴史公園
朱雀門ひろば

（天平つどい館東側）
※雨天時は、奈良県コンベン
ションセンター １Ｆ

13:30～14:40 奈良平城京-ERIA 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、メモリアル賞】

奈良県コンベンションセンター
コンベンションホールA、B

14:50～16:50 アジアコスモポリタン賞受賞記念フォーラム
奈良県コンベンションセンター
コンベンションホールA、B

17:00～17:30 共同記者会見
奈良県コンベンションセンター
会議室201

1月20日（金）

10:40～12:10 教育プログラム
（大賞受賞者・アンヘルグリア氏による特別講義）

奈良県立大学
コモンズ棟 C101
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５．報道関係者の駐車場について

◇平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば

県営公園エリア交通ターミナル内

※具体的な駐車位置等につきましては、お申し込み後にご案内します。

◇奈良県コンベンションセンター

地上駐車場・地下駐車場

◇教育プログラム

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、構内入口の守衛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。

４．受付について

本フォーラム開催中は、以下のとおり、報道関係者の受付をいたします。

受付時には、記者証をご提示ください。また、お名刺を頂戴致します。

◆記念撮影

日 時：1月19日（木）11:00～（撮影は11:15頃から）

場 所：平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば（天平つどい館東側）

※受付の設置はありません。

◆授賞式／受賞記念フォーラム／共同記者会見

日 時：1月19日（木） 受付13:00～

授賞式・記念フォーラム 13:30～16:50 ／ 共同記者会見 17:00～17:30

場 所：奈良県コンベンションセンター コンベンションホールA,B

※報道・関係者用受付で手続きをお願いします。

◆教育プログラム（受賞者による特別講義）

・奈良県立大学

日 時：1月20日（金） 受付10:15～ 特別講義 10:40～

場 所：コモンズ棟C101

※報道・関係者用受付で手続きをお願いします。



【 第5回ASIA COSMOPOLITAN AWARDS 受賞者 】

大 賞

経済・社会科学賞

文化賞

マリ・エルカ・パンゲストゥ氏 Mari ElkaPangestu

(世界銀行専務理事)

アンヘル・グリア氏 Angel Grria

(前OECD事務総長)

隈 研吾氏KUMA Kengo

(建築家・東京大学特別教授・名誉教授)

1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。
慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名
誉教授。30を超える国々でプロジェクトが進行中。自然と技術と人間の新し
い関係を切り開く建築を提案。主な著書に『点・線・面』（岩波書店）、『ひと
の住処』（新潮新書）、『負ける建築』（岩波書店）、『自然な建築』、『小さな
建築』（岩波新書）、他多数。

世界銀行の開発政策およびパートナーシップ担当マネージングディレク
ターであり、学界、政府、国際機関で30年以上の経験を持ち、国際貿易、
投資、持続可能な開発の問題に取り組んでいます。インドネシア大学の国
際経済学教授、コロンビア国際・公共問題大学院の上級研究員を務めた。
戦略国際問題研究所の理事でもある。2004年から2011年までインドネシア
の貿易大臣を、2011年から2014年まで観光・創造経済大臣を務めた。中
国系インドネシア人として初めて政府の閣僚に就任し、WTO、ASEAN、
APECでの地域協力の促進に積極的な役割を果たしている。

1990年代にメキシコ外務大臣、財務大臣を務めるなど、自国公務での卓
越した経験を経て、2006年には経済開発協力機構(OECD)の事務総長を
務めた。G7、G20、APECを含むグローバル経済ガバナンスの柱として機
能的政策の設計と促進に貢献。加盟国の増強によりOECDを拡大し、主
要な新興経済国との連携を強化することで、組織をより包括的に成長させ
た。トランスナショナリズムの促進と、その包括性が称えられ、カナダ国際
評議会のグローバリストオブザイヤーの受賞者でもある。

４

Photo (c) J.C.Carbonne



【 第5回ASIA COSMOPOLITAN AWARDS 受賞者 略歴】

メモリアル賞

メモリアル賞

故 ポンシアノ・インタル氏Ponciano.S.Intal,Jr.

(元ERIAシニアエコノミスト)

故 李 御寧氏 Lee oYoung

(韓国初代文化部長官)

アルミダ・サルシア・アリスジャバナ氏 Armida SalsiahAlisjahbana

(国際連合アジア太平洋経済社会委員会（UN ESCAP)事務局長)

フィリピン開発研究所（PDS）の所長経験者であり、国家経済開発庁
（NEDA)の副局長を務めた。デ・ラ・サール大学の正教授およびユニバー
シティ・フェローであり、フィリピン政府の内閣/省庁レベルの委員会および
大統領のタスクフォースで役職を歴任し、さまざまな立場で国内および国
際機関に貢献した。2009年からERIAのシニアエコノミストおよびシニアポリ
シーフェローを務め、ASEAN50周年の主要プロジェクトの主任コーディ
ネーターを務めた。

韓国戦後世代から生まれた著名な批評家であり1988年ソウル五輪の開会
式や閉会式を成功に導いた立役者。
初代文化部長官時代には、「韓国芸術総合学校」など国立大学の設立を
始め、文化政策の基盤を築いた。北東アジア三国間フォーラム（NATF）の
メンバーとして議論を主導し、似たような文化的背景を持つ東アジア3カ国
の平和的発展を、継続的に説いた。またアジアコスモポリタン賞第1～3回
まで選考委員として賞の発展に寄与した。

５

【 基調講演者 】

パジャジャラン大学経済学部教授を務め、同大学持続可能な開発目標研
究センター所長及びインドネシア科学アカデミー副議長。その他、インドネ
シア国家開発計画大臣、世界銀行インドネシア代理理事、アジア開発銀
行インドネシア代理理事、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）イ
ンドネシア理事等を歴任。
インドネシア大学で経済学と開発研究の学士号、米国ノースウェスタン大
学で経済学の修士号、米国ワシントン大学で経済学の博士号を取得。
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記念撮影

日 時： 1月19日（木） 11：15～ 11：30

会 場： 平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば（天平つどい館東側）

出席者： 受賞者、選考委員、 ERIA事務総長、奈良県知事、 ほか関係者

取材機会詳細

撮影場所
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第５回奈良平城京－ERIAアジアコスモポリタン賞授賞式

日 時： 1月19日（木） 13：30～14：40

会 場： 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールA、B

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： 400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

13：30～13：45 オープニングアトラクション
能公演「石橋」

NPO法人奈良能

13：50～13：55 開会挨拶 西村 英俊（ERIA事務総長）

13：55～14：05 来賓挨拶

14：05～14：40

授与式

【大賞、経済・社会科学賞、文化賞、

メモリアル賞】

受賞者(アンヘル・グリア氏、マリ・エルカ・パンゲストゥ氏、

隈 研吾氏、故 李 御寧氏 代理、故 ポンシアノ・サバド・インタ

ル氏 代理)、

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

アジアコスモポリタン賞 受賞記念フォーラム

日 時： 1月19日（木） 14：50～16：50

会 場： 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールA、B

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： 400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

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

「（演題は調整中） 」

アルミダ・サルシア・アリスジャバナ氏
（国際連合アジア太平洋経済社会委員
会（UN ESCAP)事務局長)

15：20～15：45
受賞記念講演（文化賞）

「アジアからの新時代」
隈 研吾 氏
(建築家・東京大学特別教授・名誉教授)

15：45～16：10
受賞記念講演（経済・社会科学賞）

「分断された世界における多国間主義の役割」
マリ・エルカ・パンゲストゥ 氏
(世界銀行専務理事)

16：10～16：35
受賞記念講演（大賞）

「（演題は調整中） 」
アンヘル・グリア 氏
(前OECD事務総長)

16：35～16：45
メモリアル賞

「李御寧氏とポンシアノ・インタル氏のご功績を
偲んで」

西村 英俊・荒井 正吾

16：45～16：50 閉会挨拶
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取材機会詳細

＜会場レイアウト＞ 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールA、B

プレス席・カメラ位置

※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。

受付



スチール用撮影スペース

ムービー用撮影スペース
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取材機会詳細

共同記者会見

時 間 プログラム 登壇者

16：50～16：55

プレス入室

登壇者集合・着席

受賞者(アンヘル・グリア氏、マリ・エルカ・パンゲ
ストゥ氏、隈 研吾氏、姜 仁淑氏（故 李 御寧氏ご

夫人）)、
西村英俊（ERIA事務総長）、荒井正吾（奈良県）

17:00～17:30

開会挨拶 司会

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

日 時： 1月19日（木） 17：00～17：30

会 場： 奈良県コンベンションセンター 会議室20１

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）

【登壇者】（予定）

①荒井知事

②隈 研吾 氏

③アンヘル・グリア 氏

④マリ・エルカ・パンゲストゥ氏

⑤姜 仁淑 氏

（故 李 御寧氏ご夫人）
⑥西村事務総長

⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
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取材機会詳細

教育プログラム（特別講義）

日 時 ： 1月20日（金） 10：40～12：10

会 場 ： 奈良県立大学

出席者 ： 受賞者、大学関係者等

聴講者 ： 大学生等

形 式 ： 講義方式 ※同時通訳 日本語・英語 （双方向）

時 間 プログラム 講 演 者・演 題

10：40～12：10
教育プログラム

（奈良県立大学）

講演者：第５回奈良平城京-ＥＲＩＡアジアコスモポリタン賞 大賞
アンヘル・グリア 氏 (前OECD事務総長）

テーマ： “How do you change the international tax regime?  
（tentative title）”
国際税制をどう変えるか（仮題）

会場配置図

教育プログラム会場
奈良県立大学 【コモンズ棟 C101】

駐車スペース

通用門（一般車両出入り口）

※守衛室にてお名前の

ご記入をお願いします。



取材機会詳細

＜会場レイアウト＞ 奈良県立大学 コモンズ棟 1階 C101

＜会場レイアウト＞ 奈良県立大学 コモンズ棟 １階 C１０１

11

プレス席

1 2 3 4 5 6

教壇

受付

受付



【 1月19日 記念撮影会場 】 平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば（天平つどい館東側）

会場アクセス

【会場概要】

【会場アクセス】

●平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば（天平つどい館東側）

●所在地〒630-8012
奈良県奈良市二条大路南4-6-1

12

【鉄道】
・京都から近鉄で約４０分ー大和西大寺駅から徒歩約２０分
・大阪（難波）から近鉄で約３５分ー大和西大寺駅から徒歩約２０分

【バス】
近鉄奈良駅・JR奈良駅西口から「朱雀門ひろば前」下車

・路線バス 学園前駅（近鉄 大和西大寺駅南口経由）行き
・ぐるっとバス「大宮通りルート」平城宮跡方面

近鉄 大和西大寺駅南口から「朱雀門ひろば前」下車
・路線バス 近鉄奈良駅（JR奈良駅西口経由）行き

近鉄 大和西大寺駅南口から「朱雀門ひろば」下車
・ぐるっとバス「大宮通りルート」奈良公園方面



【 1月19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 】 奈良県コンベンションセンター

会場アクセス

【会場概要】

【会場アクセス】

●会場名奈良県コンベンションセンター ～コンベンションホールA、B～

●所在地〒630-8013
奈良県奈良市三条大路一丁目691-1
●電話番号 0742-32-2290
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【鉄道】
近鉄電車

・京都から近鉄で約４５分ー近鉄新大宮駅から徒歩約１０分
・大阪（難波）から近鉄で約３５分ー近鉄新大宮駅から徒歩約１０分

JR
・大阪（天王寺）からJRで約３０分ーJR奈良駅から徒歩約１０分、バス約８分、タクシー約３分
・大阪（新大阪）からJRで約６０分ーJR奈良駅から徒歩約１０分、バス約８分、タクシー約３分

【バス】
・近鉄奈良駅から「ぐるっとバス」（B13のりば）大宮通りルート（１００円）で「奈良県コンベンションセンター」下車すぐ
・新大宮駅から27,28,160,161,162系統「奈良市庁前」下車すぐ
・JR奈良駅、近鉄奈良駅から27,28,160,161,162系統「奈良市庁前」下車すぐ、48,63,72,78,88,98系統「三笠中学校
前」下車すぐ
・学園前駅（南）から48系統「三笠中学校前」下車すぐ、160,161系統「奈良市庁前」下車すぐ



【 1月20日 教育プログラム 会場 】 奈良県立大学

【会場概要】

【会場アクセス】

●会場名奈良県立大学 コモンズ棟 Ｃ１０１

●所在地〒630-8258
奈良県奈良市船橋町10番地
●電話番号 0742-22-4978
●収容人数 70席

＜JR奈良駅（東口）・近鉄奈良駅（7番出口）より徒歩約10分＞

・近鉄京都駅ー急行約46分ー近鉄奈良駅

・JR京都駅ー快速約44分ーJR奈良駅

・JR大阪駅ー約17分ー鶴橋駅ー快速急行約32分ー近鉄奈良駅

・JR大阪駅ー快速約58分ーJR奈良駅

・JR新大阪駅ー直通快速約60分ーJR奈良駅

会場アクセス
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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（特別講義）
大賞 アンヘル・グリア 氏

奈良県立大学
コモンズ棟 Ｃ１０１

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

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 .

時 間 プログラム 会 場 取材記者数

11:00～11：30 記念撮影

平城宮跡歴史公園
朱雀門ひろば（つどい館東側）
※雨天時は、奈良県コンベン
ションセンター １Ｆ

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 奈良平城京-ERIA 
アジアコスモポリタン賞授賞式

奈良県コンベンションセンター
コンベンションホールA、B

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

14:50～16:50 アジアコスモポリタン賞
受賞記念フォーラム

奈良県コンベンションセンター
コンベンションホールA、B

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

17:00～17:30 共同記者会見
奈良県コンベンションセンター
会議室201

ペン記者 名
カメラ（スチール） 名
カメラ（ムービー） 名

アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2023 取材申込用紙

貴社名

お名前

ＴEL

FAX

E-mail

■1/19 （木）

点線内に数字をご記入の上
ファックスしてください

■1/20 （金） ※音声ラインの用意はございません。

※いずれの会場も、音声ラインの用意はございません。

登録締切＿2023年1月13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


