
 

イタリア・モロッコ トップセールス出張結果 

 

４月１５日（日） 

 

移動日（高山⇒東京） 

 

４月１６日（月） 

  

 移動日（東京・羽田空港⇒パリ・CDG空港⇒ミラノ・マルペンサ空港） 

 

４月１７日（火） 

≪イタリア ミラノ≫ 

 

 用 務： 駐ミラノ総領事表敬訪問 

 時 間： １１：００～１１：３０ 

 場 所： Via Privata Cesare Mangili ２/４、２０１２１、Milano 

 面談者： 雨宮
あまみや

 雄治
ゆ う じ

駐ミラノ日本総領事 

 参会者： 國島高山市長、大野海外戦略顧問 

      古田岐阜県知事、知事夫人、崎浦観光国際局長、古田観光国際戦略アドバイザー 

      岐阜県議会副議長、玉田議員 

      古川多治見市長、水野瑞浪市長、加藤土岐市長、成原白川村長 

 内 容： ・古田知事より、今回の「ミラノ・サローネ」出展は東濃の陶磁器に焦点を当てたことに 

ついて説明。 

      ・國島市長からは、高山市についてイタリアからの訪日外客の現状、クレモナとの友好関 

係について説明。 

 

 

 用 務： CHIE ART GALLERY（渋草柳造窯展示）視察 

 時 間： １４：００～１４：３０（１９：１５～の同会場でのレセプションにも参加） 

 場 所： Viale Premuda ２７－２０１２９、Milano 

 面談者： CHIE YOSHIOKA CHIE ART GALLERYオーナー 

      戸田 柳平 渋草柳造窯代表取締役 

 内 容： ・ミラノ市内で開催されているデザインウィークの一環で、渋草柳造窯が市内のギャラリー 

にて展示会を開催。戸田氏からギャラリーの様子と作品の説明を受ける。 

・夜のレセプションにもお邪魔し、オーナーの CHIE YOSHIOKA さんと懇談。 

・会場にはイタリア人の顧客の方々も多く見え、戸田氏から作品の説明を受けていた。 

・作品評価はとても高く、実際の販売に早く繋げられるようにするとのこと。 

 

 

 

 

 



 

戸田氏から説明を受ける國島市長            レセプションの様子 

 

 

 用 務： ミラノ・サローネ視察 

 時 間： １５：００～１６：００ 

 場 所： Pho-Fiera Milano、Strada Statale del Sempione、２８、２００１７、Milano 

 面談者： 飛騨産業㈱ 森野 敦 氏 

岡田 明子 氏 

中村 充 取締役、東日本営業所所長 

      RYOTA YOKOZEKI STUDIO 横関 亮太 氏 

 内 容： ・昨年度よりミラノ・サローネに単独出展（日本家具産業振興会の共同ブースから連続し 

て6回目）をされている飛騨産業㈱のブースを視察。飛騨の匠の技術が駆使された柳 宗 

理氏やアトリエ・オイとの新作の数々について説明を受ける。 

・実際に展示されている椅子に座られた國島市長からは「技術的にもデザイン的にも素晴 

らしく、座った際に木のぬくもりが感じられる。非常に良い作品なので世界中の多くの 

方々に知っていただけるよう、今後も頑張っていただきたい」と激励があった。 

      ・ミラノ・サローネのサテライト会場にて、渋草柳造窯がRYOTA YOKOZEKI STUDIOとコラ 

ボして作った陶器のフィルターを使ったアロマディフューザーが展示されているとい

うことでこちらも視察。デザインをした横関亮太氏から直接説明を受ける。 

・ミラノ・サローネには3年連続で出展しており、ようやく注目を受けるようになってき 

た。渋草柳造窯とのコラボ作品であるアロマディフューザーは、すでに欧州の大手家具 

メーカーから購入希望の話もあるとのこと。 

・國島市長からは「高山に古くから続く窯のひとつである渋草柳造窯の技術がアロマディ 

フューザーという新しい形で活用されるのは、非常に革新的であり、伝統工芸の新たな 

道でもある。今回、（渋草柳造窯の戸田氏やRYOTA YOKOZEKI STUDIOの横関氏など）これ 

からの世代を担う若い人たちが世界で頑張っている姿を直接見ることができたのは心 

強い。高山市として、こういった若者を応援していけるようなことを検討していきたい」 

と激励があった。戸田氏たちからも、「自分の地元の市長が自分たちの頑張りを見て応 

援してくださっているのはとても嬉しいし励みになる。自分たちの作品をもっと多くの 

人たちに知ってもらえるよう、これからも頑張っていきたい」との抱負が語られた。 

 

 



森野氏から説明を受ける國島市長       横関氏らから説明を受ける國島市長と大野顧問 

 

 

 用 務： 岐阜県ギャラリー「CASA GIFUⅢ」視察 

      同ギャラリー オープニングレセプション「GIFU NIGHT」参加 

 時 間： １７：００～１９：００ 

 場 所： Carso Garibaldi、５９、２０１２１、Milano 

 内 容： ・岐阜県がミラノ市内で開催しているギャラリー「CASA GIFUⅢ」を視察。また、岐阜県 

主催のレセプションにも参加。 

「CASA GIFUⅢ」視察の様子（１）       「CASA GIFUⅢ」視察の様子（２） 

 

 

４月１８日（水） 

 ≪イタリア クレモナ≫ 

 

 午前 移動（イタリア ミラノ⇒クレモナ） 

 

 

 

 

 



 

 用 務： バイオリン博物館視察 

 時 間： １５：００～１６：００ 

 場 所： Palazzo dell’Arte Piazza Marconi、５、２６１１０、Cremona 

 案内者： 安田 高士 バイオリン（弦楽器製作・修理）職人 

      安田 恵美子 バイオリン博物館スタッフ 

 内 容： ・クレモナ市内にあるバイオリン博物館を視察。 

      ・平成２８年（２０１６年）にクレモナで開催した春慶塗の弦楽器の演奏会会場をはじめ、 

名器と呼ばれる数々の歴史あるバイオリンを、その歴史とクレモナ氏との関りの説明を 

聞きながら視察した。 

博物館内の演奏会場                 博物館前にて 

 

 

 用 務： バイオリン工房視察 

 時 間： １７：００～１８：３０ 

 場 所： Giorgio Grisales 氏工房（Via Sicardo、２） 

      Riccardo Bergonzi 氏工房（Corso Garibaldi、４５） 

 面談者： Giorgio Grisales 氏 

      Riccardo Bergonzi 氏 

 内 容： ・クレモナ市内にある2つのバイオリン工房を視察。 

・Riccardo Bergonzi 氏は、世界有数の弦楽器工房が集まるクレモナ市の中でもバイオリ 

ン作りの名家として知られている。平成 25 年（2013 年）に国指定伝統的工芸品の「飛 

騨春慶」とクレモナ市の Bergonzi 氏が作成した「弦楽器」とのコラボレーションによ 

り、4 丁の弦楽器が制作され、それらを用いたコンサートも開催された。 

・國島市長からは「40 年前に市の広報を担当していた際に、クレモナと友好関係が結べな 

いかとの話があったものの、その時は話が進まなかった。そこから、いつかはクレモナ 

を訪れたいという想いが募り、今回 40 年越しの憧れを持って、やっとこの地を訪れる 

ことができた。クレモナは街自体がしっかりしており、美しく、芸術の街であり、その 

地で Bergonzi 氏に作成していただいた弦楽器をきっかけに交流ができるようになった 

ことに感謝している」とお礼が述べられた。 

 

 



 

・Bergonzi 氏からは「コラボレーションは大変貴重な体験となった。自分が作る楽器が両 

市の交流のツールとして役立っているのをとても嬉しく思っている。高山市の人々はリ 

スペクトを持ってクレモナを見てくれており、我々もリスペクトを持って高山を見てい 

る。コンサートの際に高山を訪問したが、高山祭屋台会館、ひだセンターミュージアム、 

自然どれも素晴らしく、とても好きな街である」との話があった。 

・また、市長から来年度のこだまーれに来ていただけるか質問したところ、Bergonzi氏か 

らは「いつでも大丈夫」との快諾があり、バイオリンを通じた、具体的な国際交流、文 

化交流の実現（高山でのワークショップ）に向けて協力をしていきたいとの前向きな提 

案もあった。 

      ・Giorgio Grisales氏の工房では、日本人学生が見習いで働いていた。平日は国立弦楽器 

製作学校で学び、空いている時間や週末は工房で働き、バイオリン製作に励んでいた。 

立派なバイオリン職人を目指し頑張っており、國島市長からは激励の言葉が送られた。 

工房視察の様子（１）               工房視察の様子（２） 

 

 

４月１９日（木） 

 ≪イタリア クレモナ≫ 

 

 用 務： 国立弦楽器製作学校視察 

 時 間： ９：３０～１１：００ 

 場 所： Via Coletta n.５、２６１００、Cremona 

 面談者： Angelo Sperzaga 副校長 

 内 容： ・1938年に設立された弦楽器製作学校。国が弦楽器製作学校を運営しているのは、世界中 

でもクレモナにあるこの学校のみ。今度、バイオリン製作に関するセクションが政府内 

にできる予定で、伝統工法のみならず、科学的な分析も用いたバイオリン製作を目指す。 

・イタリア国内のみならず世界中から生徒が集まり、弦楽器（主に）バイオリン職人を目 

指している。日本から来ている生徒もおり、それぞれ頑張って製作や勉学に励んでいる。 

・今回対応してくださった Sperzaga 氏はこの学校の卒業生であり、バイオリン科の責任 

者。また、学校外の様々な交流の担当も担っている。学校設立からこれまでの歴史、カ 

リキュラム、授業の様子など、実際に校舎や教室を見ながら説明を受けた。 

 

 



 

 

・海外での技術支援（講演やワークショップなど）はすでに実績があり、美術大学などか 

らの依頼がある。國島市長からは「Bergonzi氏からもワークショップ等の提案をもらっ 

ており、この学校の先生方からもぜひ協力をしてもらいたい」との依頼をしたところ、 

「海外での支援については基本的には空いている時間を使用しており、リクエストをも 

らえれば可能な限り協力が可能。高山にもぜひ行ってみたい」との返事があった。 

スペルツァーガ副校長の説明              塗装の授業の様子 

 

 

 用 務： クレモナ市長面談 

 時 間： １２：００～１２：３０ 

 場 所： Piazza del Comune、５、２６１００、Cremona 

 面談者： Gianluca Galimberti クレモナ市長 

 内 容： ・クレモナ市長からは「クレモナにお越しいただき、感謝する。クレモナは弦楽器の街で 

もあるが、観光の街でもある。クレモナを訪れると音楽の授業への参加やバイオリン職 

人との交流など音楽を通じた様々な体験ができる。（國島市長が話された）文化財をい 

かに観光資源として活用するかということをクレモナ市も同じように考え、模索してい 

る。今回、國島市長とお会いできることはクレモナにとって意味がある。クレモナ、高 

山互いの街でそれぞれの街のプロモーションができないだろうか。」との提案があった。 

・それに対し、國島市長からは「もちろんありがたい話である。高山市が持っている海外 

PR のノウハウも活用し、お互いにとって良い方向で協力できるようにしたい。高山と 

しては、クレモナとの交流の象徴であり、高山とクレモナをつなげるものである 5 年前 

に製作した 4 つの弦楽器（バイオリン）をもっと活用して、クレモナで PR をしたいと 

考えている。また高山においてクレモナの PR も行う。」と回答があった。 

・また國島市長から、Bergonzi氏や弦楽器製作学校とのコラボ事業（ワークショップ等） 

を今後企画していきたいと考えているが、クレモナ市からの協力を得られないかとの質 

問に対し、クレモナ市長からは、その考えにはとても関心があり、もちろんクレモナ市 

としては全面的に協力したいとの回答があった。海外支援等については、今週、モスク 

ワで協定を結ぶ予定となっており、将来的には高山市と協定を結びたいとの話も出た。 

 

 

 



クレモナ市長との撮影（１）            クレモナ市長との撮影（２） 

 

 

 午後 移動（イタリア クレモナ⇒ミラノ） 

 

 

４月２０日（金） 

 ≪モロッコ スキラート≫ 

 

 午前 移動（イタリア ミラノ⇒モロッコ スキラート） 

 

 用 務： 青年・スポーツ大臣との面談 

 時 間： １７：００～１８：００ 

 場 所： 青年・スポーツ大臣執務室 

 面談者： ラシッド・タルビ・アラミ 青年・スポーツ大臣 

 内 容： ・花谷
はなたに

駐モロッコ王国日本国大使、古田岐阜県知事と共にラシッド・タルビ・アラミ 青 

年・スポーツ大臣と大臣執務室にて面談。 

・知事より2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、飛騨御嶽高原高地トレー 

ニングエリアの紹介がされ、当該地でのオリンピック事前合宿候補地として選定された 

い旨の要請がなされたところ、タルビ・アラミ大臣は強い関心を示され、前向きに検討 

したいとの回答があった。 

・同席した國島市長からは、高地トレーニングエリアの詳細や高山市の観光の魅力につい 

て補足説明がされた。 

 

 

 用 務： 花谷駐モロッコ王国日本国大使との夕食懇談会 

 時 間： ２１：００～２３：００ 

 場 所： 駐モロッコ王国日本国大使大使公邸 

 参会者： 國島高山市長、大野海外戦略顧問 

      古田岐阜県知事、知事夫人、崎浦観光国際局長 

      成原白川村長 



 

 内 容： ・古田知事より、今回のモロッコ訪問の目的を説明。 

      ・花谷駐モロッコ王国日本国大使からは、「岐阜県は日本の自治体で唯一、モロッコと交 

流関係を築いており、今後の日本とモロッコの交流が益々盛んになることを期待した 

い」との言葉をいただいた。 

 

 

４月２１日（土） 

 ≪モロッコ カサブランカ≫ 

 

 用 務： モロッコ政府関係者との朝食懇談会 

 時 間： １０：００～１１：３０ 

 場 所： モハメッド・サジッド 観光・航空・手工芸・社会経済大臣私邸 

 参会者： モハメッド・サジッド 観光・航空・手工芸・社会経済大臣  

       エル・フェルダウス投資担当閣外大臣  

      モハメッド・メスカウニ 駐日モロッコ王国大使館公使 

 内 容： ・モハメッド・サジッド 観光・航空・手工芸・社会経済大臣と面談し、高山同様に観光 

に力を入れているモロッコとお互いの観光に関するノウハウなどを情報交換し、更なる 

観光促進を図っていくことで意見が一致した。 

朝食懇談会の様子（１）             朝食懇談会の様子（２） 

 

 午前 移動（モロッコ カサブランカ⇒マラケシュ） 

 

 

４月２２日（日） 

 ≪モロッコ マラケシュ≫ 

 

 用 務： マラケシュ・サフィ州議会関係者との昼食懇談会 

 時 間： １２：３０～１４：３０ 

 場 所： マラケシュ市内レストラン 

 参会者： ムヒッブ トゥハミ マラケシュ＝サフィ州議会副議長  

ナシマ トゥアティ 同州議会国際交流委員会委員長（同州議員）  

アマル ベナズーズ 同州議会議長アドバイザー 



 内 容： ・ムヒッブ トゥハミ マラケシュ＝サフィ州議会副議長との話し合いの中で、國島市長 

から、飛騨御嶽高地トレーニングエリアの活用、観光ツーリズムの促進、大学連携の可 

能性の三点についてのマラケシュ州における取り組み可否について意見を交換した。結 

果、今後、この三点について具体的な実施が図れるよう、双方が連絡を取り合い準備す 

ることで意見が一致した。 

昼食懇談会の様子               昼食懇談会後の記念撮影 

 

 

４月２３日（月） 

 ≪モロッコ マラケシュ≫ 

 

 用 務： マラケシュ・サフィ州議会関係者との面談 

 時 間： １０：３０～１１：１５ 

 場 所： マラケシュ・サフィ州議会庁舎 

 参会者： ミローダ・ハゼブ州議会副議長  

ムヒッブ・トゥハミ州議会副議長 他 

 内 容： ・はじめに、ミローダ・ハゼブ マラケシュ・サフィ州議会副議長より歓迎の挨拶。その 

後、簡単なマラケシュ・サフィ州についての説明があった。  

◾古田岐阜県知事からは、以下の事項について説明、紹介がされた。  

 １）山田在岐阜モロッコ王国名誉領事の誕生と今回の同行について  

 ２）岐阜県がユネスコ世界文化遺産及びユネスコ無形文化遺産を持っていることにつ 

  いて  

３）今回のマラケシュ・サフィ州訪問同行者の紹介  

４）飛騨御嶽高地トレーニングエリアの紹介と事前合宿の誘い  

５）岐阜県の地勢等の紹介  

６）副議長、議長等に対する岐阜県訪問の誘い  

◾知事からは、「今回の訪問と協定の締結はスタートであり、大事なのはこれから何を実 

行していくかである。見かけの数字を追うことなく、オール岐阜でしっかりと対応し 

ていきたい」との発言があった。  

◾これに対してミローダ副議長からは、「各事業の作業グループをつくり、ひとつひとつ 

結果を出していくようにしたい」との回答があった。 

 

 



 

 用 務： 友好協力に関する覚書調印式 

 時 間： １１：３０～１２：３０ 

 場 所： マラケシュ・サフィ州議会庁舎 

 参会者： ミローダ・ハゼブ州議会副議長  

ムヒッブ・トゥハミ州議会副議長 他 

 内 容： ・岐阜県とマラケシュ・サフィ州議会が「友好協力に関する覚書」の調印式を行い、経済・ 

観光交流や人材・技術交流を進める ことで合意。  

◾同席していた國島市長からは、高山市の紹介のほか、「今回を機にモロッコと観光の交 

流ができるのは喜びであり、期待である。経済の交流だけではなく、人と人との交流も

大事にしていきたい。その交流を通じてお互いを知り、理解し、世界平和を目指してい

きたい」との発言があった。  

◾覚書の調印は、マラケシュ・サフィ州議会本会議場にて、岐阜県関係者、マラケシュ・

       サフィ州議会関係者、現地メディア等約150人の前で行われた。 

國島市長発言時の様子                覚書調印の様子 

 

 

 午後 移動（モロッコ マラケシュ⇒フェズ） 

 

 

４月２４日（火） 

 ≪モロッコ フェズ≫ 

 

全体の案内：アドラヒム・ベルハヤット モロッコ王国フェズ伝統工芸振興局 局長 

フェズ視察は、渋草柳造窯の戸田氏も同行 

 

 用 務： 工芸品資格訓練センター 

 時 間： ９：００～１０：００ 

 場 所： Av.Allal Al Fassi、B.P. ６７４、Batha、Fes 

 面談者： アハメド・アブヤファール センター長 

  

 

 



内 容： ・フェズはモロッコ王国の中でも工芸の中心であり、約４千人の職人がいる。 

      ・このセンターは工芸品製作資格を取得するための学校であると同時に、失業者が手に職 

       を持てるような訓練所も兼ねている。現在は約５００人の学生が在籍しており、学費は 

無料。就職紹介所もセンター内にあり、卒業後の職場紹介もしている。  

      ・センターで学べる工芸品は、アクセサリー、織物、革細工、真鍮、タイル、モザイクな 

ど数多くあり、課程を修了すると認定証がもらえる。 

      ・毎年、アメリカのロードアイランドの学生を２週間受け入れするなど、海外との交流も 

している。 

      ・センター長からは「高山の工芸品とフェズの工芸品を並べて展示し、お互いの工芸技術 

を比べてもらう機会があると良い」との提案があり、國島市長もそれに同意をした。ま 

た市長からは、「高山市内には個人のアトリエを持っている職人は多くおり、高山と 

フェズの職人同士の交流も可能であると思う」との意見も出た。 

木組細工の説明の様子               意見交換の様子 

 

 

 用 務： 陶器等職人工房視察 

 時 間： １０：２０～ 

 場 所： Route de sidi Hrazem、Fes 

 内 容： ・フェズで６代に渡って続く陶器の工房を視察。 

陶器用の土を確認する戸田氏              皿の絵付けの様子 

 



 

 用 務： メディナ（旧市街地）視察 

 時 間： １１：３０～ 

 場 所： メディナ（旧市街地） 

案内者： ファド・セルディーニ モロッコ王国内務省フェズ市開発局長 

 内 容： ・周囲が24kmあるメディナ（旧市街地）を視察。 

・メディナ内にある、女性アーティストの活躍を支援するためのアトリエやアメリカの 

協力を得てリノベーションした建物などを見学。 

 

 

 用 務： フェズ市長面談 

 時 間： １３：３０～１５：００ 

 場 所： フェズ市庁舎 

 参会者： ドゥリース・エル・アザミ・エル・イドゥリス フェズ市長 

      ブジサム・ダフマニ・イドゥリス副市長 

      アドラヒム・ベルハヤット モロッコ王国フェズ伝統工芸振興局 局長 

      ファド・セルディーニ モロッコ王国内務省フェズ市開発局長 

 内 容： ・國島市長からは高山市の紹介をするとともに「今回初めてモロッコを訪問したが、（特 

にフェズは）古い歴史、伝統工芸、陶器など高山と共通点が多くある。今後、特に陶器 

を通じた交流ができると良い」と意見があり、それに対してイドゥリス市長からは「フェ 

ズは古いものを大事にしてきた街である。（高山との交流をすることで）新しいものを 

取り入れ、新しい流れを作っていきたい。今後、どうやって交流していくか考えていき 

たい」との意見があった。 

      ・大野海外戦略顧問からは「高山市は市民が主役で国際交流を進めており、市民同士の交 

流を重視している。フェズとの交流も、例えば今回同行してもらっている渋草柳造窯の 

戸田氏とフェズの陶器職人との交流から始めても良いのではないか」と職人同士の技術 

や情報の交換などの交流の提案も出された。 

      ・具体的な交流の内容として、高山とフェズそれぞれでお互いの展示会を実施することが 

提案された。今後は、２つの大使館（駐日モロッコ王国大使館、駐モロッコ日本国大使 

館）にも協力を仰ぎながら、具体的に進めていくことで意見が一致した。 

面談の様子                 記念品を受け取る國島市長 

 

 



 

 午後 移動（モロッコ フェズ⇒カサブランカ） 

 

 

４月２５日（水） 

  

 移動日（モロッコ・カサブランカ ムハンマド５世空港⇒パリ・CDG空港⇒東京・羽田空港） 

 

 

４月２６日（木） 

  

 移動日（東京・羽田空港⇒高山） 

 


