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第 1 回イベント企画講座（全 5 回）開催概要

日本イベントプロデュース協会中部本部では，2006
年（平成 18 年）より、イベント企画力の向上と会員増
強の目的のもとに、
「イベント企画講座(全 5 回)」を開
設した。
2007 年（平成 19 年）第 2 回講座より、スポンサー
による要請に基づく実際のイベントの企画を取り上げ、
第 2 回は「豊田スタジアム春の自主イベント企画」
、
2008 年（平成 20 年）第 3 回は「オアシス 21 イベント
企画」
、2009 年（平成 21 年）は第 4 回は「名古屋テレ
ビ塔イベント企画」を取り上げ、最終日はそれぞれの
スポンサーに対するプレゼンテーションを実施した。
豊田スタジオ春の自主イベントは「菜の花フェステ
ィバル」が採用され、第 2 回イベント企画講座参加者
一同が実施に参加した。
第 3 回オアシス 21 イベント企画は「エコ玉合戦」が
採用され、同じく第 3 回イベント企画講座参加者一同
が実施に参加した。この「エコ玉合戦」は JEPC の知的
財産として特許申請され、各地で、活動を開始してい
る。
また、第 4 回イベント企画講座より、JEPC イベント
総研「EIM クリエーター」コースとして認定され、合
格者には EIM クリエーター資格が授与された。

◆講座の趣旨
10 人のプロが教えるイベントの新発想！
イベントは何のために行うのか･･･。
どんな
企画が人を呼ぶのか･･･。
お祭りとイベントは
どこが違うのか･･･。社会に活力を与え、人々
の出会いの場をつくる「媒体」＝イベントの
ノウハウを，企画･演出･実施のプロが親切に
教えます。
◆開催概要
・会 期：2006 年 10 月 24 日〜11 月 21 日
(週 1 回，計 5 回)
・会 場：宣伝会議中部本部セミナールーム
・参加費：５回分 10,000 円(税込)
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・特 典：参加者は、JEPC 中部本部フレッシュ会員
に登録可能
・定 員：30 名

るイベント企画術。グループレッスンであなたの企画
がメキメキ力をつける。そして、あの豊田スタジアム
で、あなたの企画が実現する?!
「地域が活性化するイベントとは？」をテーマにお

・参加者数：41 名
・主 催:JEPC(日本ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ協会)中部本部

送りする特別集中講座。

・後 援:(社)日本ｲﾍﾞﾝﾄ産業振興協会 JEPC 全国本
部 JEPC 関東本部 JEPC 関西本部

◆開催概要
・会 期：2007 年 10 月 31 日〜11 月 28 日
(週 1 回，計 5 回)

◆カリキュラム概要
第 1 回：10 月 24 日(火) 18:30〜20:30

・会 場：宣伝会議中部本部セミナールーム

・テーマ／万博(愛･地球博)成功の要因｡

・参加費：５回分 10,000 円(税込)

・講 師／(財)2005 年日本国際博覧会協会

・特 典：参加者は、JEPC 中部本部フレッシュ会員
に登録可能

｢本庄孝志｣氏
㈱博報堂ｼﾆｱﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ｢梶井直器｣氏

・定 員：30 名

(JEPC 全国本部常務理事)

・参加者数：48 名

第 2 回：10 月 31 日(火) 18:30〜20:30

・主 催:JEPC(日本ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ協会)中部本部

・テーマ／アイデアを出す｡企画を作る｡

・協 力:(株)豊田スタジアム JEPC 全国本部 JEPC
関東本部 JEPC 関西本部

・講 師／㈱ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ｢築岡明｣氏
(JEPC 関西本部理事)
㈱新東通信ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ｢梅田隆｣氏
(JEPC 中部本部長)
第 3 回：11 月 7 日(火) 18:30〜20:30
・テーマ／企画書の作り方
・講 師／流通科学大学教授｢小坂善治郎｣氏
(JEPC 副理事長)
㈱新地域システム創研｢赤羽政嗣｣氏
(JEPC 関東本部副本部長)
第 4 回：11 月 14 日(火) 18:30〜20:30
・テーマ／イベントﾄ制作会社の裏方ホンネトーク
・講 師／㈱ノーネーム代表｢玉置雅一｣氏
(JEPC 中部本部理事)
マスタマクス㈱代表｢斎場英臣」氏
(JEPC 中部本部会員)
第 5 回：11 月 21 日(火) 18:30〜20:30
・テーマ／イベントを感動に変える演出術（そして
音響･照明･映像の活用法)
・講 師／ジョイナス代表｢笈川良治｣氏
㈱光響社役員｢林正樹｣氏
(JEPC 中部本部理事)

◆カリキュラム概要

特別講義：イベント現場見学会(名古屋市内)

第 1 回：10 月 31 日(水) 18:30〜20:45
・テーマ１／JACE 主催第 1 回イベント大賞・地域イ

第２回イベント企画講座（全 5 回）開催概要

ベント部門賞受賞・
「打ち水大作戦」

◆講座の趣旨

・講義のポイント

全国各地で活躍する現役プロフェッショナルが教え

1)お金をかけなくても、イベントは出来る。
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グループ単位にて、豊田スタジアム担当者に対

2)アイデアは、自分の周りにある。それに気付か

しプレゼンテーションを実施。

ないだけだ。

・講 師／(株)豊田スタジアム常務取締役管理部長

・講 師／NPO 法人日本フォーラム「浅井重範」氏

｢吉田 眞理｣氏

・テーマ２／JEPC 設立 20 周年記念事業アイデア賞
授賞「第 1 回九州ブランドフォーラム」

◆第 2 回イベント企画講座の効果

・講義のポイント

プレゼンテ

1)｢九州はひとつ｣を意識したイベントをつくる。

ーションの結

：道州制をにらんで･･･では中部は?
2)産官学民の協働のヒント･･･強みを活かす。

果、
「菜の花フ

3)第 2 回九州ブランドフォーラムに向けて

ェスティバ

・講 師／(株)地域振興研究所｢須川一幸｣氏

ル」の採用が
決定。

(JEPC 九州本部長)

2008 年 4 月

第２回：11 月 6 日(火) 16:00〜18:00

20 日｢菜の花

・テーマ／豊田スタジアムオリエンテーションとロ
ケハン

フェスティバ

・講義のポイント

ル｣が開催さ
れ、第 2 回イ

2008 年予定している｢自主イベント｣について、
受講者の方々から企画をご提案頂き、諸条件が合

ベント企画受

えば実施を検討したい。そのオリエンテーション

講生が、運営

を兼ねて豊田スタジアムを見学。

面をはじめ全
面的に参加した。

・講 師／(株)豊田スタジアム常務取締役管理部長
｢吉田 眞理｣氏
第３回：11 月 14 日(水) 18:30〜20:45
・テーマ／グループレッスン「企画の作り方」

第３回イベント企画講座（全 5 回）開催概要
◆講座の趣旨
｢オアシス 21｣を舞台に、名古屋を元気にする企画を

・講義のポイント
豊田スタジアムのオリエンテーション並びにロ

立案しよう。

ケハンを受け、グループに分かれて企画立案のグ

あなたの企画が、実現するかもしれない･･･!?

ループレッスンを行う。

オリエンテーションから、グループミーティングを

・講 師／流通科学大学教授｢小坂善治郎｣氏
（JEPC 副理事長）

経て、プレゼンテーションへ。イベントのプロフェッ
ショナルが企画立案を総合的に教える画期的な講座。

第４回：11 月 20 日(火) 18:30〜20:45
・テーマ／グループレッスン「プレゼンテーション

◆開催概要
・会 期：2008 年 11 月 12 日〜12 月 16 日

の技術」

（週 1 回、計５回開催）

・講義のポイント

・会 場：オアシス 21

第 3 回のグループレッスンを完成させながら、

宣伝会議中部本部セミナールーム

第 5 回に控えたプレゼンテーションを効果的に行

・参加費：５回分 10,000 円(税込)

うための講義。

・特 典：参加者は、JEPC 中部本部フレッシュ会員

・講 師／流通科学大学教授｢小坂善治郎｣氏

資格が与えられます(2009.3.31 迄)

(JEPC 副理事長)
㈱新地域システム創研｢赤羽政嗣｣氏

・定 員：30 名

(JEPC 関東本部副本部長)

・参加者数：32 名

第５回：11 月 28 日(水) 18:30〜20:45

・主 催：JEPC(日本ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ協会)中部本部

・テーマ／プレゼンテーション

・協 力：オアシス 21、JEPC イベント総研

・講義のポイント
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それぞれの意見、アイデア、考えをひとつの方
向でまとめる作業。
・講 師／第２回と同じ
小坂善治郎氏 赤羽政嗣氏
第４回：12 月 3 日(水) 18:30〜20:40
・テーマ／グループミーティング③
プレゼンテーションの技術を学ぶ
・講義のポイント
せっかくの良い提案も上手に伝えきれなければ
ただのアイデアで終わる。どうしたらこちらの思
いが届くか。
・講 師／第２、３回と同じ
小坂善治郎氏 赤羽政嗣氏
第５回：12 月 10 日(水) 18:30〜20:40
・テーマ／プレゼンテーション
さて、評価は如何に
・講義のポイント
全員の前で全チームがプレゼンテーション。他
チームの「アイデア・企画」になるほどとうなず
くことも･･･。
・講 師／オアシス 21 栄公園振興(株)
総務部経営課課長補佐｢岡本 幸雄｣氏

◆カリキュラム概要

同上

第１回：11 月 12 日(水) 18:30〜20:40

主事｢近藤 真魚｣氏

・テーマ／オリエンテーション
どこを視るか、何を感じるか

◆第３回イベント企画講座の効果
プレゼンテーションの結果「エコ玉合戦」が採用さ

・講義のポイント
企画の対象となる｢オアシス 21｣の見学とオリ
エンテーション。

れ、2009 年 3 月「オアシス 21」にてイベント実施、好
評を博した。
なお、｢エコ玉合戦｣は、JEPC オリジナルイベントと

・講 師／オアシス 21 栄公園振興(株)
総務部経営課課長補佐｢岡本 幸雄｣氏
第２回：11 月 19 日(水) 18:30〜20:40
・テーマ／グループミーティング①
アイデアの出し方
・講義のポイント

して、特許申請し、受理された。
「エコ玉合戦」につい
ては後述。
第４回イベント企画講座（全 5 回）開催概要
◆講座の趣旨
テレビ等を舞台に、名古屋を面白くするイベントを

グループに分かれてセッション。意見交換する
ことにより、ねむっていた才能が起き出す。

企画しよう！
あなたの企画が、実現するかもしれない･･･!?

・講 師／流通科学大学教授｢小坂善治郎｣氏

オリエンテーションから、グループミーティングを

（JEPC 副理事長）
(株)新地域システム創研｢赤羽政嗣｣氏

経て、プレゼンテーションへ。イベントのプロフェッ

（JEPC 関東本部副本部長）

ショナルが企画立案を総合的に教える画期的な講座。

第３回：11 月 25 日(火) 18:30〜20:40
・テーマ／グループミーティング②

◆開催概要
・会 期：2009 年 11 月 19 日〜12 月 16 日

企画のまとめ方

（週 1 回、計５回開催）

・講義のポイント
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・講義のポイント
グループに分かれてセッション。意見交換する
ことにより、ねむっていた才能が起き出す。
・講 師／流通科学大学教授｢小坂善治郎｣氏
（JEPC 副理事長、イベント総研所長）
(株)新地域システム創研｢赤羽政嗣｣氏
（JEPC イベント総研副所長）
第３回：12 月 2 日(水) 18:30〜20:40
・テーマ／グループミーティング②
企画のまとめ方
・講義のポイント
それぞれの意見、アイデア、考えをひとつの方
向でまとめる作業。
・講 師／第２回と同じ
小坂善治郎氏 赤羽政嗣氏
第４回：12 月 9 日(水) 18:30〜20:40
・テーマ／グループミーティング③
プレゼンテーションの技術を学ぶ
・講義のポイント
せっかくの良い提案も上手に伝えきれなければ
・会 場：(株)新東通信 8 階ホール

ただのアイデアで終わる。どうしたらこちらの思

・参加費：５回分 10,000 円(税込)

いが届くか。
・講 師／第２、３回と同じ

・特 典：参加者は、JEPC 中部本部フレッシュ会員

小坂善治郎氏 赤羽政嗣氏

資格が与えられます(2009.3.31 迄)
・定 員：30 名

第５回：12 月 16 日(水) 18:30〜20:40

・参加者数：33 名

・テーマ／プレゼンテーション
さて、評価は如何に

・主 催：JEPC(日本ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ協会)中部本部

・講義のポイント

・協 賛：名古屋テレビ等(株)､JEPC イベント総研

全員の前で全チームがプレゼンテーション。他

・後 援：中日新聞

チームの「アイデア・企画」になるほどとうなず
くことも･･･。

◆カリキュラム概要

・講 師／名古屋テレビ塔(株)

第１回：11 月 19 日(木) 18:30〜20:40

常務取締役｢若山 宏｣氏

・テーマ／オリエンテーション
どこを視るか、何を感じるか
・講義のポイント

◆第４回イベント企画講座の効果
プレゼン後、各チーム企画が大変好評を得、いくつ

企画の対象となる名古屋テレビ塔の見学とオリ
エンテーション。
・講 師／名古屋テレビ塔(株)

かの企画案を組み合わせて、2010 年度の名古屋テレビ
等の実施を検討している。
なお、第 4 回講座より、JEPC イベント総研「EIM ク

常務取締役｢若山 宏｣氏
流通科学大学教授｢小坂善治郎｣氏

リエータ」コースの認定講座となり、規定の出席率お

（JEPC 副理事長、総合研究所所長）

よび個人調書の提出者に対し「EIM クリエーター」の

第２回：11 月 25 日(水) 18:30〜20:40

資格を授与した。

・テーマ／グループミーティング①
アイデアの出し方
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・先にセンター中

第３回企画講座から誕生した「エコ玉合戦」

央にあるフラッグ
を奪い取ったチー

１．エコは地球を救える！？エコ玉合戦

ムが勝ち。
（あるいは相手方
が全員退場になっ
たら勝ち）
・試合時間は 5 分
エキシビション
マッチから早くも
ヒートアップ。
たまたま通りが
かったイングラン
ド留学生と応援に
JEPC 中部本部が行った「第 3 回イベント企画講座」

駆け付けてくれた

から誕生した日本（世界）初のイベント、
「エコは地球

チア・リーディン

を救える！？エコ玉合戦」
が 2009 年 3 月の 3 連休の最

グちびっこチーム

後の日曜日、
名古屋栄のオアシス 21 銀河の広場で盛大

との国際マッチも

に開催された。

実現。

名称：エコは地球を救える！？エコ玉合戦

決勝トーナメン

とき：平成 21 年 3 月 22 日（日） 12：00〜16：00

トでは愛知学泉大学ハンドボールチームがチア・リー

ところ：オアシス 21 銀河の広場（名古屋市栄）

ディングちびっこチームと決勝の上、

主催：栄公園振興株式会社（オアシス 21）
一般社団法人 Jepc 日本イベントプロデュー

チア・リーディングちびっこチームが第 1 回のチャ
ンピオンに輝いた。

ス協会中部本部

コート外では、
「エコワークショップ」として、エコ

参加人数：500 人

玉作り、割り箸鉄砲、古新聞コサージ作りペットボト

エコ玉とは、牛乳パックを

ル万華鏡作りが行われ、会場に集まった親子でにぎわ

再利用して作った握りこぶし

った。

大の玉（ボール）
。その玉を使

JEPC 中部本部では、単なるリサイクルやエコ活動に

ってコートの中で遊ぶゲーム。

とどまることなくさらに推し進めて、エコを楽しむ、

メンバーが考えたルールは

エコを遊ぶをテーマに、名古屋から全国、世界へ向け

次の通り。

て発信できるイベントに育てたいと考えている。

・コートは 20m×10m。1 チーム 5 名。
・使えるエコ玉は 30 個。

２．
「エコ玉合戦を環境に優しいレクレーションへ」

・相手方にノーバウンドで当たれば、当たった方が
負けでコート外に退場。
・投げてしまったエコ玉は二度と使えない。

2009 年 11 月 29 日、
ナゴヤドームにて開催された
「ド
ームドッチ 2009 IN 名古屋」
（主催：中日新聞、中日ス
ポーツ）において環境に優しいレクレーションの紹介
として､エコ玉合戦、
エコ工作教室を実施した。
当日はドッチドーム参加者の皆さんが試合の
合間に参加され､延べ 300 名以上の方に体験
していただいた。
エコ玉合戦は環境に優しいレクレーション
として､エコエコ工作教室とともに、
今年大き
く羽ばたく。
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■2009 年 11 月 29 日
「ドームドッチ 2009 IN 名古屋」
ナゴヤドー
ムで開催さ
れた「ドー
ム ド ッ ヂ
2009in ナゴ
ヤ」にて「新
スポーツ紹
介コーナ
ー」としてエ
コ玉合戦が
紹介され
た。

エコ玉は、その特徴ある編み方から、簡単には壊れな
い強度があり、また相手をケガさせにくいため、小さなお

ドッヂボー
ルのチーム
の方々も含
め 300 人以
上の方々が
参加して楽
しんた。

子さんでも安心して遊ばせることができ、父兄の方々にも
喜んでいただくことができた。

ゲーム中の
様子

ペットボトル
を再利用した
「万華鏡」づく
りも開催した。
使用済みの
500ml ペットボ
トルの中に、ミ
ラープレート
の三角柱とビ

３．2009 年 12 月 19 日・20 日住之江競艇 賞金王決定
戦会場でエコリサイクル教室を開催。

ーズやボタン

2009 年 12 月 19 日・20 日住之江競艇 賞金王決定戦

などを入れて

会場。牛乳パックをカットして編み込んで作るボール、エ

作る。見た目

コ玉づくり体験を、会場にて実施した。編み込む方法が難

と 裏腹に 、 の

しく、知恵の輪のような作り方が求められるエコ玉ですが、

ぞいてみると

講師のレクチャーとともに、参加者は皆、最後まで真剣に

本格的な万華

取り組んだ。

鏡の世界を楽
しむ事ができるため参加者の方々に大変興味を持ってい
ただいた。ビーズやボタンを選び「自分だけの手作り万華
鏡」を夢中になって楽しんでいただけた。
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