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「大会を終えて」

第65回 全日本広告連盟
神戸大会組織委員会 会長

家次  恒

　第65回全日本広告連盟神戸大会は、大会
関係者、一般参加者合わせて約1,500人の
方々のご参加のもと、盛会のうちに無事終了
することができました。大会開催にご協力賜
りました全広連、各地広告協会、全国の会員
ならびにご関係の皆さまに心より御礼を申し
上げます。
　1981年以来36年ぶりの開催となった本大会
は、神戸開港150年という節目にあたることか
ら、『いざ出航、広告の未来へ！～次世代につ
なぐ、「絆」とともに～』をテーマといたしました。
　併せて、かつて大きな震災を経験した都市
として、震災からの復興に広告が果たしていく
べき役割やあるべき広告の将来像を参加され
る皆さまとともに考えるという観点で、「開港
150年」「震災と絆」「広告の未来」をキーワー
ドに大会プログラムを構成いたしました。
　記念リレープレゼンテーションでは、神戸
開港後に生まれた企業が広告の力により今
や神戸の歴史の証言者ともいえる老舗企業
に成長したことを紹介するとともに、防災や

復興に寄与する広告の力とその未来像を考
えるプレゼン、さらには熊本地震の被災地
復興を願い、皆さまにご協力いただきました
「“みんな”のひまわりハート！プロジェクト」
の成果報告を行いました。
　記念講演では、作家の玉岡かおる氏に、
ハイカラ文化を全国に先駆けて取り入れ、発
展していった港町・神戸の変遷をわかりやす
く語っていただきました。
　その後、全広連大会としては初めての試
みとして、阪神・淡路大震災を題材にした演
劇公演「午前5時47分の時計台」を上演いた
しました。被災者の心情を描いた作品に、参
加者の皆さまにもご共感いただけたのでは
ないかと考えております。
　翌日の神戸開港150年・震災関連施設等を
訪れる見学会には約150人が、さらにゴルフ会
には約90人の方 に々ご参加いただきました。
　本大会が、広告の未来像を考える上での
転機となり、広告の活性化を促す一助となり
うれば主催者として幸甚に存じます。

　秋田県大仙市で毎年８月に開かれる全国花火競技大会「大曲の花
火」。全国の第一線の花火職人たちが培った技術の粋を集めた大会と
あって、人口8万人余りの街に、一日で70万人が訪れる。これを一過性
のイベントで終わらせず、産業として根付かせようというのが、市や商
工関係者が取り組む「花火産業構想」だ。柱は安全安心で高品質の大
曲産花火を国内外に売り出す計画。明治18年創業の花火会社「小松
煙火工業」社長の小松忠信さんが、地元企業らの出資で設立した「花
火創造企業」の初代社長に就任した。中心拠点となる花火工場は今年
４月に完成、年間製造個数50万個を目指して本格稼働している。「認
知度の高さと集客力が『大曲の花火』の強み。花火を核に、観光や農
業などの振興にもつなげたい」と小松さん。４月には構想の一環で誘
致した「国際花火シンポジウム」も同市で開かれ、各国関係者で賑
わった。市民の誇りである大輪の花は、世界中の空にも咲き広がろう
としている。

秋田広告協会 協力（撮影：秋田魁新報社 田中倫子記者）
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記念講演（玉岡かおる氏）
『港からはじまる物語～地、終わり 未来が拓ける神戸から～』

記念演劇公演
（117KOBEぼうさい委員会×演劇企画ユニット劇団山本屋）
『午前5時47分の時計台』
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オープニング スーパーキッズ・オーケストラOB・OGによる演奏

　次に全広連各賞の贈賞式にうつり、第11回「全広連

鈴木三郎助地域キャンペーン大賞」を京都広告協会に、

同選考委員会特別賞を㈱新潟日報社、㈱新潟テレビ21

に、さらに第11回「全広連鈴木三郎助地域クリエイティ

ブ大賞」最優秀賞を愛媛県内20市町に、優秀賞を名古

屋鉄道㈱に贈呈し受賞者を代表して白石方一氏（京都

広告協会会長）と、大城一郎氏（愛媛県市長会会長・八

幡市市長）が謝辞を述べた。

　また、引き続き第５回「全広連日本宣伝賞」の贈賞式を

行い、松下賞を江崎勝久氏（江崎グリコ㈱代表取締役社

長）、正力賞を蓮見清一氏（㈱宝島社 代表取締役社長）

の代理で登壇した関川誠氏、吉田賞を森田清氏（（一社）日

本ＡＢＣ協会 会長）、山名賞を佐藤卓氏（グラフィックデ

ザイナー）へ贈呈、各受賞者が謝辞を述べた。

　休憩をはさみ行われた記念リレープレゼンテーション

では、北原利行氏（㈱電通）、鷹觜愛郎氏（㈱博報堂）

がリレー形式で登壇した（Ｐ4参照）。

　次いで、来年５月開催の第66回全広連秋田大会に向け

て、秋田大会組織委員会会長の小笠原直樹氏が協会関係

者と共に大会への参加を呼びかけ、午後の部を終了した。

　昼食では、神戸の名店が用意した地元の食材を用い

た特製弁当を味わった。

　午後からは、記念講演を玉岡かおる氏（作家）が『港

からはじまる物語～地、終わり　未来が拓ける神戸か

ら～』の演題で（Ｐ5参照）、続いて記念演劇公演『午前

5時47分の時計台』が行われた。（Ｐ6参照）。

　懇親会は神戸ポートピアホテルで開かれ、参加者は

ジャズやサンバのパフォーマンスと共に神戸の美味や日

本酒を味わい懇親を深めた。

　翌18日は開港150年を迎える神戸の歴史を訪ねるコー

スや宝塚歌劇の鑑賞コースなど4コースの見学会と、廣

野ゴルフ倶楽部など、日本におけるゴルフ発祥の地・神

戸を代表する３コースで懇親ゴルフ会が行われた。

　第65回全日本広告連盟神戸大会（主催:同大会組織

委員会、（公社）全日本広告連盟）が、５月17日、神戸

市のポートピアホールで開かれた。大会テーマ『いざ出

航、広告の未来へ！～次世代につなぐ、「絆」とともに

～』のもと、一般を含む全国から約1500名が参加した。

　オープニングではスーパーキッズ・オーケストラOB・

OGによる演奏が行われた。

　高士薫大会組織委員会実行委員長が開会宣言を行い、黙

祷の後、式典がスタート。家次恒大会会長が「開港から150年

の中で積み重ねてきた歴史・文化・風土・食、港を起点に独自

の進化を遂げたファッションなどの地場産業やiPS細胞に代

表される最先端医療研究など、神戸のポテンシャルを広く国

内外に伝えていただければうれしい」と歓迎挨拶を行った。

　続いて、大平明全広連理事長が登壇。前日の全広連通

常総会の開催報告後、「22年前の阪神・淡路大震災を見

事乗り越え、すばらしい神戸を築かれたこの地から発信

すべきメッセージを共有し、破壊から創造へ、混迷から

調和へ、広告に何ができるかを全国の皆様方と考え、語

り合いたい。全広連は、引き続きスローガンとして『広告

の元気は、ニッポンの元気。』を掲げ、事業にとりくんで

まいります」と開会挨拶を行った。来賓の井戸敏三兵庫

県知事、久元喜造神戸市長がそれぞれ祝辞を述べた。

第65回 全日本広告連盟 神戸大会SPECIAL REPORT

第65回全日本広告連盟神戸大会開く

第11回全広連鈴木三郎助両賞受賞者
（左から大平理事長、白石氏、鈴鹿氏、畑川氏、関根氏、大城氏、岩瀬氏）

第5回「全広連日本宣伝賞」受賞者
（左から大平理事長、江崎氏、関川氏、森田氏、佐藤氏）

大平明理事長による大会挨拶高士薫大会実行委員長による開会宣言

『いざ出航、広告の未来へ！～次世代につなぐ、「絆」とともに～』大会テーマ

Jazz Phonic Radioによるウェルカム演奏

小笠原会長や、壺装束のミスあきたこまちがステージに登場した

Feijao Pretoによるスペシャルアトラクション

2 　全広連 2017.7 全広連 2017.7　 3



玉岡 かおる （たまおか かおる）

1956年兵庫県三木市生まれ。神戸女学院大
学卒業。'87年、神戸文学賞受賞作の『夢食い
魚のブルー・グッドバイ』（新潮社）で文壇デ
ビュー。TVドラマ化された織田作之助賞受賞作

『お家さん』（新潮社）をはじめ、『負けんとき 
ヴォーリズ満喜子の種まく日々』（新潮社）、本
格的歴史大作『天平の女帝孝謙称徳』（新潮
社）、『ウエディングドレス』（幻冬舎）ほか著書
多数。大阪芸術大学教授。兵庫県教育委員。

兵庫県三木市出身の作家、玉岡かおるさんにより神戸港開港以
来150年の歴史が豊富な資料と共に紹介された。
一般からも200名が加わり、参加者らは熱心に聞き入った。

「開港150年」「震災と絆」「広告の未来」をキーワードに、記念リ
レープレゼンテーションが行われた。神戸の歴史と開港以来培
われてきた街の特性、現状を踏まえ、地域の課題を可能性に変
えるとともに、その魅力や価値を内外に発信するために広告が
果たす役割について語り合った。

　モデレーターを務めた北原氏はまず神戸の歴史に触れ、幕末

に開港した他の港と異なる点は「奈良時代から外に聞かれてきた

港の歴史の積み重ね」と「神戸高商(現神戸大学)から輩出された

人材が神戸に事業を生み出す環境」と指摘し、その熱意と先見

性が、阪神・淡路大震災からの復興にも発揮されたと語った。

　続いて、震災後生まれの大学生を中心に、教訓を次世代

に継承する活動を行う「117KOBEぼうさい委員会」メンバー

が、日本各地で育てたヒマワリの種から搾った油の収益の

一部を被災地に届ける取組みを紹介。第64回全広連仙台大

会からリレーされてきた「“みんな”のひまわりハート！プロ

ジェクト」による収益を、神戸大会の高士薫実行委員長から

熊本広告協会の松永幹夫理事長へ贈呈した。義捐金は、熊

本地震で被害を受けた熊本県に寄付される。

　引き続き、「広告の未来」をキーワードに鷹觜氏が、東日

本大震災に際して行った「浜のミサンガ」プロジェクトにつ

いて語った。震災時、盛岡市の広告会社に在籍していた鷹

觜氏は、自らの職能でできることは何かを考え、漁網を加

工した“ミサンガ”を販売することで女性たちに仕事をつく

るプロジェクトを開始。PR動画が地元テレビ局から発信さ

れ、さらに購入者達による情報のシェアで、l億8千万円を売

り上げた。「人々の心が動く、“強い入り口、広がる出口”を

適切に設計できれば、地域課題は可能性に変えられる。資

金力や規模の大小ではなく、シェアの力で広がる広告が始

まっている。広告はどんな場所、状況でも当事者に寄り添

い未来に希望の灯を点すことができる。」と語った。

　北原氏は「マーケティングの価値は、世界をよりよい場

所にしていくこと。神戸の取組みや、鷹觜氏の話から、人

を元気するのは広告の力だと改めて感じた」と総括した。

　神戸は、海と港が開かれたことで初めて歴史の表舞

台に躍り出たまちで、その歴史はたったの150年。国策と

して海からの出入りを禁じていた鎖国が、ペリーの黒船

来航で破られてからだ。それまでの神戸は、海に山が迫

る急峻な地形から、人が住む場所ではなかった。雨が

降ると川が滝のようになり、水害が頻繁に起きた。家も

作物も流されるような地域だった。

　鎖国260年の間、内外を問わず戦をしてこなかった日

本人は、初めて見る「軍艦」を表現する言葉も持ってい

なかったためそれを「黒船」と呼び、度肝を抜かれ、文

明に恐れながら、いつかは自分たちの手でこんな船を、

との野望を抱いたのだ。

　横浜に7年遅れて開港した神戸港では、川と海に区切

られた出島のような地形を生かして碁盤の目状のまちづ

くりをし、馬車が行き違える広い道を整備。他地域に先

駆けて上下水道を分離したことで、「世界一、衛生的な

租界」と評された。さらには、欧米に追い付け追い越せ

と山を切り開き、開拓を進めた。

　明治中期には、外国人のビジネスマンと昔ながらの商

人が混在し、ベンチャービジネスさながらに外国人に受

け入れられる商品の模索が続いていた。中でも『マッ

チ』はその需要に加え、浮世絵や木版画の技術を生かし

たラベルやパッケージデザインが大変な人気となり、日

本のマッチのラベルを集めるコレクターも登場するほど

に日本を代表する輸出品となった。中でも神戸が優れて

いたのは、日本の技術を用いて、外国文化に合わせた外

国人向けのティーセットを手掛けるなど、新たな輸出文

化を創り出したことだ。

　一方この時期、国内では、外国文明を取り入れることに

夢中になって廃仏毀釈が起こり、国宝級の美術品、工芸品

が海外に流出してしまった。後に、その浮世絵などを買い

戻し「松方コレクション」を築いたのが、神戸の造船主、川

崎造船所の初代社長である松方幸次郎（神戸新聞社初代

社長）だ。ペリーの黒船来航からたった半世紀のうちに造

船技術を習得し海外へ輸出するまでのクオリティにする、

こんなことができるのは日本人だけではないだろうか。ま

た、砂糖問屋だった鈴木商店の大番頭、金子直吉がセルロ

イドの原料となる樟脳を扱い、武器やアヘンに手を染める

ことなく日本一の総合商社に成長させた歴史もある。

　その後、鈴木商店が焼き討ちに遭い神戸市内は火の

海になった。第二次世界大戦では大空襲に遭い、阪神・

淡路大震災も経験した。しかし、このまちはそのたびに

立ち上がってきた。それは海があり、果てしない未来が

見える水平線があり、内向きではなく、外に向かって発

展を目指してきた歴史があるからだ。

　神戸の歴史を振り返ると、発展の源は、国のため、そし

て後世のために何ができるかと願い続けてきた人たちの

熱い想いにあったことがわかる。

『港からはじまる物語
～地、終わり 未来が拓ける神戸から～』

記念講演

作家　玉岡かおる氏

記念リレープレゼンテーション
電通 電通総研　北原 利行氏
博報堂 インタラクティブデザイン局シニアクリエイティブディレクター　鷹觜 愛郎氏

第65回 全日本広告連盟 神戸大会SPECIAL REPORT

鷹觜 愛郎 （たかのはし あいろう）

株式会社博報堂 インタラクティブデザイン局
シニアクリエイティブディレクター

2011年、東日本大震災を支援する「浜のミサンガ」を
企画。仙台クリエイターオブザイヤー最高賞受賞。
2013年、広告新商品を自主開発する「スダラボ」を須
田和博氏とともに立ち上げる。 2014年、第１弾開発
商品「rice-code」がカンヌゴールドなど、世界の最高
賞を受賞。地域の課題をデジタル・インタラクティブ
の視点で解決するクリエイティブワークを継続中。

北原 利行 （きたはら としゆき）

株式会社電通 電通総研 

情報システム部門、経営計画部門を経て研究開発
部門に所属。2011年より現職。マスメディアやコ
ミュニケーションの研究、メディア企業のコンサル
ティング、組織人事制度コンサルティング、広告お
よび関連市場・業界動向調査などの業務に従事。

「日本の広告費」および「情報メディア白書」担当。

高士大会実行委員長（右から3番目）と松永理事長（右から2番目）
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『午前5時47分の時計台』
117KOBEぼうさい委員会×演劇企画ユニット劇団山本屋

記念演劇公演

作・演出　山本タク氏

第65回 全日本広告連盟 神戸大会SPECIAL REPORT

117KOBEぼうさい委員会×演劇企画ユニット劇団山本屋による『午前5時47分の時計台』が、主演 ：
いしだ壱成氏、尾崎亜衣・由衣氏らに加え、117KOBEぼうさい委員会メンバーやオーディションを経
た一般の方達により上演された。

見学会・懇親ゴルフ会

5月18日には雲一つない晴天のもと、見学会・懇親ゴルフ会が開催された。
見学会は兵庫らしさを感じるスポットを盛り込んだ4コース。
懇親ゴルフ会は日本におけるゴルフ発祥の地・神戸を代表する3コースで行われた。

　阪神・淡路大震災から20余年が経過し、神戸の街並み

は、震災があったことさえわからない程に変貌を遂げまし

た。しかし、多くの被災者の心は未だ癒されていません。

　一方、震災を知らない市民も増えてきている今、次代に

伝えるのが我々の使命でありますが、大きく前に立ちは

だかる時の流れ。災害への備えの大切さをわかっていて

も、"自分だけは大丈夫"と心のどこかで思ってしまう他人

事感。しかし、震災は必ずまた、起きるものです。

　演劇は本来が、社会を映し出すために上演されてきたも

のですが、今回はこのような現代日本を風刺したいわけで

も、記憶を蘇らせる追体験をさせたいわけでもありません。

目の前で展開されるストーリーが観ている人の心に届き、

震災のことを考えるきっかけになれば…。また、ほんの少し

でもその感動や、印象的なシーンが胸に残れば、きっと私た

ちが伝えようとする意味がわかってもらえる…。

　目の前で生身の人間が演じる"演劇"という表現だからこ

そ、より濃く人の心に残る事が出来るのではないか、そんな

想いのもとにこの企画を立ち上げました。是非、生きること

のすばらしさ、人と人の絆の大切さを感じてください。

1995年1月17日　これは、この日を境に変わることのない事

実を受け入れることが出来ずに時が止まったままでいる三人

の物語。そして、そんな同じ想いを抱える人間達が偶然に、あ

る時計台の前に集まったことで起こる小さな奇跡の物語。

　もし、あの日に戻れるのであれば、もう一度、あの子に会うことが

出来たら。もし、あの日に戻ることが出来たら女は生徒にどのような

言葉を伝えるのか、妹は姉を救う事が出来るのか、そして、男は妻と

の死を選ぶのか。あの日、あの時間で止まったままの時計台が話し

かける…。どうしても、あの日に戻ってやり直したいのか。藁をもすが

る想いで応える三人。しかし、このタイムリープには誰も知らされてい

ない法則があった。涙を流した瞬間に、現在に戻ってしまうのだ。

　止まった時計がまた動き出すその奇跡の中、何度も繰り返される

1月17日を、三人はそれぞれの思い通りに乗り越える事が出来るの

か。その時を必死に生きた人 と々、止まったままの時計台と同じよう

に、そこから進むことが出来ない三人の、悲しくも変えられない物語。

俳優の石田純一氏、高士大会実行委員長（前列左から3番目）らも出演

企画背景 あらすじ

日本初のゴルフ場であり、歩行プレーの山岳
コースとして著名。参加者らは10本のクラブの
みを駆使し、ゴルフの醍醐味を再発見した。

日本屈指のプロトーナメントの舞台となる
コースとして、数々の試合が開催されている。
参加者らは雄大なコースを堪能した。

世界のゴルフ場Best100にランクインする、国内
最高峰の名門ゴルフ場。高難易度のホールを歩行
プレーでまわり、名門と称される所以を体感した。

神戸開港150年!歴史探訪コース 神戸港にて

 ■神戸ゴルフ倶楽部  ■廣野ゴルフ倶楽部  ■六甲国際ゴルフ倶楽部

 ■Ｓ席で観る宝塚歌劇鑑賞コース
阪神モダニズムを代表する宝塚歌劇を、S席で堪能。その後、5歳か
ら24歳までを宝塚で暮らした手塚治虫の記念館へ。

きらびやかなシャンデリアが下がるエントランス

 ■兵庫から防災を学ぶコース
地震による大規模建造物の破壊過程の研究を世界レベルで行って
いるE-ディフェンスと、人と防災未来センターを見学した。

E-ディフェンスを見学

 ■神戸開港150年！歴史探訪コース
白鶴資料館見学後、学識者による解説をうけながら旧居留地など
史跡をたどり、船上からも神戸の歴史を学んだ。

伝統的な酒造りの工程を見学

 ■名湯・有馬温泉と甲子園歴史館コース
高校球児の聖地、阪神甲子園球場ではベンチ内で記念撮影も。昼
食後は有馬温泉で汗を流し、街道を散策した。

監督気分を満喫
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いざ出航、広告の未来へ！〜次世代につなぐ、「絆」とともに〜

第65回 全日本広告連盟 神戸大会祝

広告の元気は、ニッポンの元気。

〈順不同〉〈順不同〉

KOBE 2017

長野市南県町６５７ 金沢市南町２–１

岐阜市今小町１０福井市大和田２–８０１ 神戸市中央区東川崎町１–５–７

岡山市北区柳町２–１–１

山 陽 新 聞 社

徳島市中徳島町２–５–２広島市中区土橋町７–１

高知市本町３–２–１５松山市大手町１–１２–１

愛 媛 新 聞 社

大分市府内町３–９–１５

那覇市天久９０５那覇市久茂地２–２–２

東京都中央区日本橋小網町１４–１

東京都新宿区信濃町１８

東京都文京区音羽２–１２–２１

株式会社　講  談   社

東京都台東区秋葉原２–３

日本農業新聞日刊工業新聞社日本経済新聞社

東京都千代田区一ツ橋２–３–１

株式会社　小  学   館
東京都千代田区神田神保町１–１０–１

ＩＶＹビル

札幌市中央区北１条西５丁目

東京都中央区銀座７–１６–３

東京都港区六本木６–９–１東京都港区赤坂５–３–６

東京都港区六本木３–２–１ 東京都港区赤坂５–３–６ ＴＢＳ放送センター

東京都港区六本木３–２–１

東京都港区六本木６–１０–１
六本木ヒルズ森タワー

株式会社　Ｂ Ｓ 朝 日

新潟市中央区下大川前通六ノ町
２２３０–１９

東京都港区台場２–４–８
フジテレビメディアタワー

株式会社　ビーエスフジ

東京都中央区京橋１–１５–１
東京都中野区中野４–１０–２
中野セントラルパークサウス盛岡市菜園１–１０–１

株式会社　 川 　  　徳

京都市左京区聖護院山王町６神戸市中央区港島中町６–１０–１ 東京都中央区銀座１–２６–１

東京都中央区日本橋３–１４–１０ 東京都千代田区飯田橋３–１３–１東京都豊島区高田３–２４–１

名古屋市東区泉１–２３–２２東京都港区高輪３–２２–９ 松山市宮西１–２–１

大阪市中央区十二軒町５–１２

株式会社　マ ン ダ ム

東京都中央区築地５–３–２
大阪市中央区難波千日前１１–６
東京都新宿区新宿５–１８–２１

東京都千代田区大手町１–３–７東京都千代田区大手町１–７–２ 東京都千代田区一ツ橋１–１–１

東京都千代田区大手町１–７–１ 札幌市中央区大通西３丁目６
本　　社 名古屋市中区三の丸１–６–１　　
東京本社 東京都千代田区内幸町２–１–４

青森市第二問屋町３–１–８９
本　　　社 福岡市中央区天神１–４–１　　
北九州本社 北九州市小倉北区堺町１–２–１６ 盛岡市内丸３–７

岩 手 日 報 社

仙台市青葉区五橋１–２–２８ 福島市太田町１３–１７秋田市山王臨海町１–１

横浜市中区太田町２–２３福島市柳町４–２９ 新潟市中央区万代３–１–１

富山市安住町２–１４

株式会社

東京ニュース通信社中央公論事業出版
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第65回 全日本広告連盟 神戸大会祝

広告の元気は、ニッポンの元気。

〈順不同〉〈順不同〉

KOBE 2017

東京都中央区銀座７–１３–２０

株式会社　日本経済社

東京都港区赤坂５–３–１

株式会社　博  報   堂

東京都港区赤坂５–３–１

東京都江東区豊洲５–６–１５
ＮＢＦ豊洲ガーデンフロント東京都港区赤坂５–３–１

東京都千代田区一ツ橋１–１–１

株式会社　毎日広告社

東京都港区西新橋１–６–２１ NBF 虎ノ門ビル

大阪市北区野崎町５–９

株式会社 読売連合広告社

東京都港区赤坂５–２–２０

株式会社　読売広告社

神戸市西区室谷１–２–６南アルプス市桃園１０３１

神戸市中央区御幸通６–１–２０ 東京都港区赤坂４–８–１０

京都市中京区烏丸通夷川上ル
京都新聞社内

東京都千代田区神田和泉町１

静岡市葵区東町１５ 静岡市駿河区中原５６３

大阪市北区茶屋町１７–１名古屋市中区新栄１–２–８

大阪市北区扇町２–１–７

福岡市中央区長浜１–１–１福岡市早良区百道浜２–３–８

福岡市中央区清川２–２２–８ 宮崎市祗園２–７８

東京都中央区銀座７–１６–１２　G–７ビル

株式会社　朝 日 広 告 社
東京都港区虎ノ門１–２３–１

虎ノ門ヒルズ森タワー

株式会社 アサツー ディ・ケイ

東京都千代田区外神田５–４–４ 東京都渋谷区恵比寿南１–５–５

広島市中区宝町５–２８

株式会社 中国新聞広告社

東京都港区赤坂５–２–２０

株式会社　 大 　   　 広

東京都中央区銀座８–２１–１ 東京都千代田区内幸町１–５–３ 新幸橋ビル

株式会社　電 通 テ ッ ク

東京都中央区銀座７–１３–１２

株式会社　とうこう・あい

東京都港区赤坂４–８–１８

東京都千代田区神田小川町２–１０

株式会社 日本経済広告社

福井市大和田２–５１０

名古屋市中区新栄１–２–８

大阪市福島区福島１–１–３０

大阪市浪速区湊町１–３–１

エフエム大阪

福岡市早良区百道浜２–３–２

東京都中央区晴海１–８–１０
晴海トリトンスクエアＸ

東京都港区新橋１–１１–７
新橋センタープレイス

名古屋市中区丸の内３–１６–２９

株式会社　新 東 通 信

東京都港区東新橋１–８–１

株式会社　 電 　 　   通

東京都港区新橋４–２１–３

株式会社　電 通 東 日 本

読 売 テ レ ビ
大阪市中央区城見２–２–３３

株式会社

東急エージェンシー

株式会社

京橋エイジェンシー

株式会社

ジェイアール東日本企画

株式会社

博報堂ＤＹホールディングス

株式会社

博報堂ＤＹメディアパートナーズ

株式会社

博報堂プロダクツ

株式会社　電通アドギア

いざ出航、広告の未来へ！〜次世代につなぐ、「絆」とともに〜
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来年は秋田へ

第66回全日本広告連盟秋田大会ご案内

ここからはじまる 確かな鼓動
～あっきた！ 広告新時代～

大会テーマ

　秋田は民俗芸能の宝庫、秋田美人の里、そして世界自

然遺産の白神山地や、ユネスコの無形文化遺産に登録

された三つの「やま、鉾、屋台行事」を有し、北前船の寄

港地の一つ、秋田市が日本遺産に指定されています。自

然や文化、さらには心の美しさという「遺産」を連綿と

守り続けてきた土地柄です。

　この秋田で来年5月16日から３日間、第66回全日本広告

連盟秋田大会が開催されます。秋田大会開催は１９８５

年以来、３３年ぶり２度目となります。仙台、神戸と大都市

に次ぐ開催でありますが、皆さまにとって有意義な大会と

なるよう、秋田広告協会は準備に取り組んでいます。

　秋田広告協会は、秋田大会の開催が決定した２０１５

年２月に準備委員会を設立、各種準備に着手し、

２０１７年５月に大会組織委員会を立ち上げました。組

織委員会では大会テーマを「ここからはじまる 確かな

鼓動 ～あっきた！ 広告新時代～」に、ロゴマークを絶

世の美女として知られる平安時代の歌人・小野小町をシ

ンボライズしたデザインに決定しました。

　「ここからはじまる確かな鼓動」は、私たち秋田広告

協会の覚悟を示すフレーズです。秋田県は人口減少率

が全国最速のスピードで進み、今年４月には県人口が

１００万人の大台を割り込みました。県民にとって衝撃

的な出来事ではありますが、この現実から目をそらさず、

９０万人時代、さらには８０万人時代をしっかりと見据え

ながら持続可能な地域社会をどうつくり上げていくか―

を模索する大会にしたいと考えました。

　今年の神戸大会では、次年度開催地紹介のプレゼンテー

ションで「秋田美人」や、秋田が誇る日本一などをキーワード

に、映像で紹介させていただきました。皆さまには、秋田の大ま

かなイメージをつかんでいただけたのではないかと思います。

　プレゼンではまた、なまはげとミスあきたこまちを伴って登

壇した小笠原直樹秋田大会組織委員会会長が「来年、秋田

でお会いしましょう」と呼び掛け、東北三大夏祭りの一つ、竿

燈まつりのはんてんを着た秋田広告協会のメンバー６４人が

客席に手を振って秋田大会への歓迎の気持ちを表しました。

全広連神戸大会で次回秋田大会をPRする小笠原直樹大会組織委員会会長

第66回 全広連秋田大会事務局

　現在、大会事務局に設けた総務・式典講演・見学ゴル

フ・懇親の４部会では、秋田らしいおもてなしとは何か、

どうすれば皆さまに満足してもらえるかを第一に考え、

開催準備を加速させています。

　式典会場の一つである秋田県民会館は、数多くの催

事が開かれてきた秋田を代表するホールです。長く県民

に愛されてきましたが、老朽化に伴う建て替えで解体が

予定されており、秋田大会が最後の催しとなります。

　見学コースでは秋田が誇る多彩で個性的な食と伝統

芸能、文化を体感していただけるプランを検討中です。

　また、ゴルフ会では秋田を代表する２コースをご用意

して皆さまをお迎えします。雄大な自然の中でのプレー

を存分にお楽しみいただければと思います。

　秋田広告協会は、来年設立５０周年を迎えます。少子

高齢化と人口減少が同時に進む秋田県の現実は、遅か

れ早かれ全国共通の課題となるはずです。こうした時代

にあって生活者一人一人が地域の力になれるような広告

の在り方を、人口減少の先進地である秋田で皆さまと

一緒に考えていきたいと思います。広告の次の時代の鼓

動を確認できる大会にすべく、秋田広告協会は総力を挙

げて皆さまをお迎えします。

　皆さまのご来県を心よりお待ちしております。

主会場となる秋田県民会館

重要無形民俗文化財 秋田の竿燈
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【第65回通常総会議題】
　第１号　平成28年度事業報告の件
　第２号　平成28年度決算書類承認の件（第１号議案）
　　　　　監査報告
　第３号　理事及び監事選任の件（第２号議案）
　第４号　平成29年度事業計画及び収支予算の内容報告の件
　第５号　「事務局業務委託契約書」一部改正及び再締結報告の件
　第６号　賛助会員入会の報告の件　

第 7 号　第66回（平成30年度）全広連大会の概要報告の件
第 8 号　第70回全広連大会開催地協会報告の件
第 9 号　第11回全広連鈴木三郎助地域キャンペーン大賞
　　　　 受賞者報告の件
第10号　第11回全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞
　　　　 受賞者報告の件
第11号　第５回全広連日本宣伝賞受賞者報告の件

　上記の第65回通常総会に引き続き開催した平成29年

度第2回理事会で、副理事長に太田聡氏（秋田広告協会

副理事長）、筆頭執行理事に長﨑之保氏（東京広告協

会理事）、執行理事に中井良博氏（東京広告協会常務

理事・事務局長）が就任した。

　前筆頭執行理事の内田公至氏は参与に就任した。

各地広告協会の動き

　一般社団法人長野県広告協会は
5月8日、「2017年度定時総会記念公開
講演会」を長野市内のホテルで開いた。
　講師は、日本の魅力ある商品や
サービスの海外への売り込みを支援、
促進する官民ファンド クールジャパ
ン機構（株式会社 海外需要開拓支
援機構）代表取締役社長の太田伸
之さん。会員と一般市民合わせて約
130人が聴講。
　「地方のブランディング」～クール
ジャパン戦略の課題～と題して講
演した太田さんは、地方のブランド
化を推進する上での課題について、
日本酒を例に挙げて「• 日本酒は、
良質で海外の高級酒などと比べて
もそれほど引けを取らないのに、値
段が安すぎる。一桁上の価格設定
をする • 数種類ある瓶は、4合瓶くら
いの大きさのものに統一して、フラン
スワインのように格好良くデザインし
たものを格好良く並べて売る • 瓶に
貼られたラベルには産地名を表示
する―などのブランド化が必要だ」
と強調した。そして、日本がこれから
商品やサービスを海外へ売り込むに
当たっては「常に、中身も外身もブラ
ンド価値を高めていかなければなら
ない」と締めくくった。

　福井広告協会は6月16日、2017年
度定時総会を福井市の福井商工会
議所ビルで開催し、会員企業や経済
団体から約70人が出席した。引き続
き行われた講演会では、花王の石
井龍夫・デジタルマーケティングセン
ターシニアフェローが講師を務め「ト
ラディショナルな広告活動とデジタル
の融合」のテーマで講演を行った。

　デジタルの領域はどんどん広がっ
ているが「デジタルはマーケティング
にとってとても重要。しかし、広告媒
体としては、商品が欲しい顧客に商
品を宣伝する［刈り取り型］のひとつ
であり、それだけでは十分ではない」

とし、「広告主にとっては、その商品
の市場拡大も重要。新聞、テレビな
どの媒体は、市場拡大に不可欠なセ
レンディピティ（偶然の出会い）を創
出できる特徴がある。上手に使い分
けることが大事」と述べた。

　東京広告協会は6月16日、第1回特
別講演会を『安倍一強支配と今後の
展望』を演題に、山本周氏（フジテレ
ビ報道局解説委員）を招いてコート
ヤード・マリオット銀座東武ホテルで
開き、会員社、一般から約100名が参
加した。

　「“一強”安倍内閣の懸念点は、長
期政権への周囲の“忖度”から始まる
腐敗の可能性、ライバル不在による緊
張感の喪失、有望な若手議員の不在
にあるだろう。小選挙区制では、得票
数以上に得票率の僅差が議席数に
影響する。政治家不信を招く事件が
発生すれば何があるかわからない。状
況を注視する必要がある」と語った。

東京広告協会
第1回 特別講演会開催

東

京

長野県広告協会
2017年度定時総会記念

公開講演会開催

長
野
県

石井龍夫氏（花王）

身振り手振りを交えて講演する太田伸之氏

山本周氏（フジテレビ報道局解説委員）

福井広告協会
2017年度定時総会・

講演会開く

福

井

通常総会・理事会報告

　第65回通常総会を、全広連神戸大会前日の5月16日、

神戸市のポートピアホテルで、37の全正会員（加盟37

広告協会、うち代表者本人出席25名）および理事・監

事、事務局長ら計80名余が出席して開催した。はじめに

大平明全広連理事長が、「大会に向けて精力的に準備

を進めてこられた関係者の皆様のご尽力に感謝申し上

げる。加盟37広告協会の皆さまと連携を深め、広告の力

で地域から日本を元気にしていきたい。」と開会挨拶。

定足数の充足を確認したあと大平理事長が議長席につ

き、議事録署名人を選任し、議事に入った。

　内田公至筆頭執行理事による司会進行のもと、第1号

議案・平成28年度決算書類承認の件と第2号議案・理

事及び監事選任の件について審議し、ともに委任出席

者を含め満場異議なく承認した。このほか、平成28年

度事業の内容や、（株）ジェイティービーの賛助会員入

会の旨など、主に3月9日および4月21日の理事会で決定

した事項について報告を行った。また、昨年の第64回全

広連仙台大会開催の成功と、結果生じた剰余金の全広

連への寄付に対し、仙台広告協会へ感謝の意を表し感

謝状を授与、同協会の一力雅彦理事長が代表して受領

し、謝辞を述べた。以上で本総会は閉会した。

　引き続き、別室で全理事・監事出席のもと平成29年度

第2回理事会を開催し、副理事長、筆頭執行理事、執行

理事の選定（下記参照）などを行った。終了後、総会会場

に戻り、新たに筆頭執行理事に就任した長﨑之保氏が新

任の挨拶を述べた後、本理事会の結果報告を行った。

　最後に、高士薫全広連神戸大会実行委員長より翌日

からの神戸大会開催にあたって挨拶と、同大会事務局

からの連絡事項の説明があり、すべてを終了した。

神戸で第65回通常総会開く

平成28年度決算などを承認

平成29年度第２回理事会開く　

筆頭執行理事に長 之保氏が就任

長﨑 之保 （ながさき ゆきやす）

〈略歴〉
1980年4月
㈱電通入社

2013年4月
北京電通広告有限公司　総経理

2016年7月
IAA日本国際広告協会　専務理事

理事長 大平　明　　東京広告協会
副理事長 高士　薫　　神戸広告協会
 太田　聡　　秋田広告協会※

筆頭執行理事 長﨑之保　　東京広告協会※

執行理事 中井良博　　東京広告協会※

理事 広瀬兼三　　全北海道広告協会
 一力雅彦　　仙台広告協会
 天羽賢次　　東京広告協会

理事 佐藤　明　　新潟広告協会
 板倉　均　　富山広告協会
 鈴鹿且久　　京都広告協会
 木原慎二　　広島広告協会
 加藤令史　　愛媛広告協会
 西山治宏　　福岡広告協会
監事 林慎太郎　　東京広告協会
 神崎美雄　　広島広告協会※

全広連役員一覧 （順不同・敬称略、平成29年５月16日現在） ※は新任
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BOARD

TOPICS
『AdAsia Bali,2017』（アジア広告協会連盟 主催）11月にインドネシア・バリで開催

　全広連は、アジア各国の広告団体により構成されるアジア広告協会連盟(AFAA)に日本を代表して加盟してお
り、AFAAは、隔年で加盟アジア諸国のうち１カ国でアジア広告会議・AdAsiaを開催しています。2017年は11月
8日～10日にインドネシア・バリで行われ、元国連事務総長コフィ・アナン氏、元・アップルエバンジェリストのガイ・
カワサキ氏らが登壇します。詳細は全広連HPにリンクを掲載しています。
　AdAsiaのプロモーションのため、5月30日にインドネシア広告協会を代表してHarris Thajeb氏、MAYA C.
WATONO氏、Janoe Arijanto氏(右写真)らが、Advertising Week Asia 2017（全広連が後援）内で、

「GlobalizAsian：溢れる可能性のその先へ」と題してプレゼンテーション及びイベントのプロモーションを行いました。

INFORMATION

Harris Thajeb氏らが来日、Advertising Week Asia 2017内でプロモーション

全広連の活動（平成29年7月～9月）

■活動日程 7月21日　全広連夏期広告大学　秋田会場
7月26日　全広連夏期広告大学　名古屋会場

7月 4日　全広連夏期広告大学　大阪会場
7月 5日　全広連夏期広告大学　横浜会場
7月 7日　全広連夏期広告大学　広島会場

加盟各地広告協会 新入会員社紹介    ［ 順不同・敬称略］

【新潟広告協会】（1社 1名）

■㈱スリー
　代表取締役　桑野一哉

【静岡県広告協会】（1社 1名）

■㈱アンテロープ
　代表取締役　望月伸晃

【愛知広告協会】（3社 3名）

■㈱コミュニティネットワークセンター
　代表取締役社長　髙原昌弘
■㈱ジェイアール東日本企画
　中部支社長　鳥居塚章浩
■（公社）日本グラフィックデザイナー
　協会（JAGDA）愛知地区
　会員　伊藤豊嗣

【東京広告協会】（3社 3名）

■㈱コレクシア
　代表取締役　村山幹朗
■㈱電通ライブ
　代表取締役社長執行役員　
　前田圭一
■㈱労働新聞社
　代表取締役　加藤昌広

【山梨広告協会】（1社 1名）

■㈱エール
　代表取締役社長　丹澤直紀

【富山広告協会】（2社 2名）

■㈱ＰＣＯ
　専務取締役　西田美樹
■富山フューチャー開発㈱
　専務取締役　角内康彦

【山形広告協会】（2社 2名）

■㈱三省堂印刷
　代表取締役　結城正樹
■㈱荘内銀行
　代表取締役頭取　上野雅史

【京都広告協会】（1社 1名）

■㈱ディア
　代表取締役　郷原広行

【秋田広告協会】（2社 2名）

■秋田観光開発㈱
　代表取締役社長　山中寛
■㈱スペースプロジェクト
　代表取締役　成田清

加盟各地広告協会 人事

 ［沖縄広告協会］　　石嶺伝一郎氏（那覇商工会議所会頭）  5月11日付

 ［愛媛広告協会］　　佐伯要氏（愛媛県商工会議所連合会会頭）  6月21日付
 ［京都広告協会］　　宮本実氏（㈱京都新聞COM代表取締役社長）  5月30日付

 ［香川広告協会］　　泉川誉夫氏（㈱四国新聞社執行役員広告局長）  7月4日付

 ［沖縄広告協会］　　赤嶺秀喜氏（沖縄テレビ放送㈱常務取締役営業局長）  5月11日付
 ［静岡県広告協会］　中村泰昌氏（（一社）静岡県商工会議所連合会専務理事・事務局長）  7月1日付

 ［香川広告協会］　　中川洋一氏（西日本放送㈱営業局長）  7月4日付

 ［山梨広告協会］　　中嶋孝広氏（㈱山梨日日新聞社広告局広告管理部長）  6月28日付
 ［愛知広告協会］　　嵯峨泰氏  5月25日付

 会長就任［ 順不同・敬称略］

 理事長就任［ 順不同・敬称略］

 事務局長交代［ 順不同・敬称略］

 副理事長就任［敬称略］
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