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2010年度

総会報告

2010年度の理事会が5月12日にパシフィコ
横 浜 で 開 催 さ れ、2010年 度 の 役 員 選 任 案、
活動計画案などを承認し、続いて開かれた総
会で正式決定されました。役員人事では、成
田豊理事長（（株）電通最高顧問）の退任に伴
い、(株)博報堂 代表取締役会長 成田純治氏が
新理事長に選出されました。

堺屋太一会長挨拶
上海で、万国博覧会がこの 5 月 1 日から始まりま
した。会場を訪れると、その規模の大きさに目を見
張ります。各国のパビリオンが出展している東側の
会場を端から端まで歩くと、東京駅から品川駅、梅
田駅から天王寺公園あたりまでの距離があり歩くの
が大変です。こちらには、246 の国と国際機関が出
展しています。もう一つ西側の会場には、22 の民間

まず、会場は非常に大規模で煌びやかです。また、

企業のパビリオンとテーマ館、大阪市も参加してい

中国の先進性を世界に示す行事として、優れたテク

る都市のパビリオンがございます。

ノロジーを見ることができます。中国をはじめアジ

私は 1984 年から 26 年間、この行事の開催に携わっ

ア諸国の展示技術の素晴らしさを目の当たりにされ

てきました。最初の 22 年間は中国側の準備委員会

ることと思います。日本でよく報道されているニセ

の特別顧問として指導にあたり、2007 年からの 4 年

モノについても、国際博覧会条約に準じて取締が強

間は、日本産業館の出展準備を進めてきました。こ

化され、急速な近代化が進んでいます。中国の自信

の間、天安門事件で 5 ～ 6 年ほど中断があり、当初

やパワー、イベントの新しい効果と技術をこの博覧

は 1999 年の建国 50 周年に開催する予定でしたが、

会会場で学んでいただきたいと思います。

1994 年から準備を再興して 2001 年に申請をして開
催が実現したわけです。

一方、最近の日本のイベント事情はとても寂しい
状況です。上海万博に続き、2012 年には韓国で麗水

この博覧会に携わった日本人は少なくないと思い

世界博覧会が行われます。これを機に、中国と韓国

ますが、中国側に立って深く携わったのは私だけだ

そして日本の 3 国の持ち回りで博覧会を開催してい

と思います。中国の人の組織のつくり方から、考え

く計画が出ています。中国と韓国は乗り気ですが、

方、政府との関わり、人脈等々、日本とは大きな違

日本ではまだ受け皿がなく消極的な姿勢です。ぜひ

いがあることを、長い年月をかけて実感しました。

皆様には、日本発の新しいイベントを考えていただ

イベントに限らず、製造業や建築業など、中国との

き、イベントへの取り組みを活発なものにしていた

ビジネスをお考えの方には、ぜひ中国の考え方を理

だきたいと思います。そのイベントの新しい効果や

解いただき、上海のこの巨大な行事を見て、中国の

技術を、この学会の活動や研究を通じてさらに深い

人が考える「規模」と「派手さ」を体感していただ

ものにし、日本や世界のイベントに新しい提言をし

きたいと思います。

ていきたいと思います。
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理事長退任挨拶

成田 豊（株）電通

最高顧問

2002 年に理事長に就任して以来、ご一緒に学会の
活動に取り組んでいただいた皆様に、改めて御礼申し
上げます。
この 2002 年は、日韓共催によるサッカーのワールド
カップが開催され、世界中が感動に包まれた年であり
ました。今年は、バンクーバーオリンピック、上海万博
が開催され、南アフリカのサッカーのワールドカップも
世界中の話題を集めております。また国内でも、このゴー

の皆様とともに学会運営のお手伝いをさせていただきま

ルデンウイークには地域の独自性を生かした様々なイベ

したが、一昨年には創立10 周年を記念した「研究大会」

ントが全国各地で開催され多くの方々が参加しました。

を多くの会員の参加のもとに開催できましたこと、そし

このように国際的なビッグイベントから身の回りの小

て「イベント学のすすめ」を出版できましたことは私自

さな集まりにいたるまで、イベントは人と人がダイレクト
に交流できる唯一のメディアであり、誰もが自由に参加
できる身近な活動機会であります。

身にも非常に意義深い「イベント」でありました。
本日理事長を退任するにあたりまして、会員の皆様
に頂戴しましたご支援に感謝申し上げますとともに、堺

イベント学会では、1998 年の創立以来イベントの特

屋会長、成田純治新理事長のもと皆様の活動が今後ま

性を探求しイベントの成功率を高めるために、会員の

すます発展し、深い感動をもたらす優れたイベントが数

皆様によって様々な分野でユニークな研究が行われて

多く生まれますよう祈念いたします。

います。この間 8 年間にわたり堺屋会長、理事・役員

新理事長就任挨拶

ありがとうございました。

成田 純治（株）博報堂 代表取締役会長

成田豊理事長には８年の長きにわたりイベント学とイ
ベント学会の発展のために多大なご尽力をいただき会
員を代表して深く感謝するとともに心よりお礼申し上げ
ます。このたびご指名により理事長を拝命することとな
りましたが、前理事長の功績を引き継ぎ今後も会員の
皆様とともにイベント学会から日本全国、アジア諸国、
全世界に向かって新たな価値 創造を提案してまいりた
いと存じます。昨今の厳しい時代こそ、必ずやイベント

この４０年間を振り返り万博が残したものをあらため

の面白さ、楽しさが求められているはずです。イベント

て検証、評価すると同時に新しい時代に向けた新しい

が地域を元気にするという視点でもイベント学会の活動

イベントとは何かを追及し世に提案することがイベント

は社会に大きく貢献できるものと確信しております。ぜ

学、イベント学会の果たすべき役割だと考えております。

ひ多くの皆様にイベント学会にご参加いただき様々な研

会員の皆様の活動がより充実、発展することで次代

究活動、交流活動を通して熱いメッセージと優れた提

を担う若い方々がイベントとイベント学に興味を持って

案を世に送り出していただきたいと存じます。

いただけるよう、またイベント関連産業に多くの熱意あ

今、上海では史上最大規模と言われる万博が開催さ

る人材が集結するよう、微力ではありますが一所懸命

れておりますが、この秋に研究大会が予定されている

に取り組んで参りますので今後ともご支援、ご協力の

大阪で開かれた７０年万博から早いもので４０年が経ち

ほどよろしくお願いいたします。

ました。
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2010年度活動計画のご紹介
総会にて決定されたイベント学会2010年度の活動計画をご紹介します。詳しい内容や開催日時につき
ましては、メールニュースにてご案内いたします。また、最新情報はイベント学会webでもご確認いた
だけます。会員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

2010 年研究大会
「イベント学会 2010 年研究大会」の概要

会期：2010年（平成22年）９月３日（金）〜４日(土)
テーマ：〜イベントが都市を創造する〜
９月３日（金）

■サブテーマ：「BETTER EVENT

BETTER CITY」

■会場：大阪市中央公会堂（大阪市北区中ノ島１−１−２７）
■後援：大阪市
９月４日（土）

■サブテーマ：「万博のあゆみと未来」
■会場：国立民族学博物館
( 大阪府吹田市千里万博公園１０−１)
■協力：国立民族学博物館 （財）千里文化財団
■大会参加申込締切

■申込方法

■申込先

■大会参加費

口頭発表・ポスター発表希望者

2010 年 7 月 9 日（金）必着

大会参加希望者

2010 年 8 月 13 日（金）必着

口頭発表・ポスター発表
（9 月 4 日）

発表申込書 様式Ｂ に必要事項を記入し下記申込先
に提出してください (FAX 可 )。先着順に受付のう
え発表時間などをご通知します。

大会参加
（9 月 3・4 日）

大会参加申込書 様式Ａ に必要事項を記入し下記申
込先に FAX または郵送にてお送りください。申込
書を受領次第専用の郵便振替用紙をお送りします。

イベント学会大阪大会事務局（（株）マッシュ内）
住 所：〒553‐0003 大阪市福島区福島１‐4‐4 セントラル 70 ビル
電 話：06‐6452‐0511 ＦＡＸ：06‐6452‐1229 担当者：末谷・井上
①個人会員・法人会員・自治体会員

5,000 円

②準会員（学生・大学院生）

2,000 円

③非会員（学会入会希望の方は入会手続を行ってください）
④交流パーティ参加費

10,000 円
5,000 円

※大会参加費、交流パーティ参加費の納入には専用の郵便振替用紙を使用し、2010 年 8 月 20 日（金）までに
郵便振替にて送金してください。

★口頭発表参加者の抄録原稿作成要領につきましてはイベント学会 Web に掲載しております。当日のプログラム、
その他の詳しい開催概要につきましては、本誌表 4 広告およびイベント学会 Web をご覧ください。
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2010 年度研究助成
■ 2010年度研究助成を募集します。
イベント学研究振興のため会員に研究費を助成します。募集要領に従ってご応募ください。

応募資格

助成金交付時点（２０10年１０月予定）でイベント学会会員であること。
個人およびグループで応募できます。

助成金

１件２０万円以内

応募締め切り

2010年７月３0日（金）

審査・結果発表

研究部会で審査のうえ９月初旬に助成対象研究を決定、発表します。

報告書提出締め切り

２０１1年３月２5日（金）

応募方法

学会Webから申し込み用紙をダウンロードし必要事項を記入の上、
学会事務局へ郵送または持参してください。

報告、発表など

報告書の内容は助成研究報告会などで発表していただきます（2011年4月以降）
報告書はイベント学会の論文集、学会Webなどに掲載される予定です。

イベント学研究会
イベント学の研究推進と会員相互の交流を図るため、前年度に引き続き特定テーマを設
定のうえ研究発表、意見交換を行っています。

■イベント評価マネジメント研究会
イベントの評価について、定量的・定性的な経営手法を用いて、人間行動学的な研究に取り組んでい
る会員や、広告会社が開発したイベント評価システムを活用した独自の分析を行っている学生など、
様々なメンバーがユニークな視点でイベント評価に取り組んでいます。

■シラバス研究会
イベント学会の研究活動の柱の一つとして、大学におけるイベント学科の創設を目指してイベント
学講座のモデルケースを策定することを目的に今年から発足した研究会です。
野川春夫副会長（順天堂大学 スポーツ健康科学部 教授）
を座長に、個々の会員が担当するイベント学関連講座の
現状や課題、シラバスについての意見交換などを行って
います。イベント学関連の講座をお持ちの会員はもとよ
り、教育、地方行政、大学経営、出版事業などイベント
学におけるシラバス研究にご関心ある皆様の参加を歓迎
します。
なお、過去の討議内容（議事録）につきましてはイベント
学会Webより閲覧可能です。

大学等支援
大学等教育機関が行うイベント学講座を後援して会員を講師として紹介しイベント学科
創設に向けた支援活動を行います。

■上智大学公開講座「イベント学入門」を後援
今秋開催予定の、上智大学公開講座「イベント学入門」コースへの後援と講師紹介を行います。
詳しい内容は、メールニュースやイベント学会Webにてご紹介いたします。
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2010年度活動計画のご紹介
交流イベント
■金曜サロン（キンサロ）
イベントビジネスに関連する様々な分野の皆様と、イベント学会会員との情報交流の場として定期
的に開催しているイベントです。このサロンを通して、新しい人的ネットワークが形成され、参加
〔第 1 部〕プレゼンテーション
者の皆様の生活とビジネスがより充実されることを願っております。
イベントに関連する皆さんの研究発表や企業プレゼン、事例紹介の場としてお手軽に

〔第 1 部〕プレゼンテーション

ご利用いただいております。プレゼンをご希望の方はイベント学会事務局までご連絡ください。
イベントに関連する皆さんの研究発表や企業プレゼン、事例紹介の場としてお手軽に

〔第 2 部〕交流パーティ

ご利用いただいております。プレゼンをご希望の方はイベント学会事務局までご連絡ください。
プレゼンターと参加者との交流を深めつつ、より深い情報を得ていただける場です。

〔第 2 部〕交流パーティ

開催日時：偶数月の最終金曜日 18：30 〜 21：00
プレゼンターと参加者との交流を深めつつ、より深い情報を得ていただける場です。
場 所 ：日本イベント産業振興協会会議室 ほか
参加費
：1,000 円
開催日時：偶数月の最終金曜日
18：30 〜 21：00
場 所 ：日本イベント産業振興協会会議室 ほか
参加費 ：1,000 円

■就職情報サロン
イベント制作会社、空間演出企業、広告代理店などイベントの最前線で活躍する会員企業の若手社
員を中心に、自分の仕事と会社を紹介していただきます。イベント・コミュニケーション関連への就
職を志望する学生会員、ビジネスネットワークの充実を目指す会員の参加をお待ちしております。
〔第 1 部〕プレゼンテーション
イベント業界の若手社員より仕事や会社を紹介し、学生の皆様に現場の生の声をお届けします。

〔第 1 部〕プレゼンテーション
〔第 2 部〕交流パーティ

イベント業界の若手社員より仕事や会社を紹介し、学生の皆様に現場の生の声をお届けします。
企業人と学生の皆様の交流を深める場として、

〔第 2 部〕交流パーティ

業種や年齢を超えたコミュニケーションが行われています。
企業人と学生の皆様の交流を深める場として、
開催日時：奇数月の最終金曜日 18：30 〜 21：00
場 所 ：日本イベント産業振興協会会議室 ほか
参加費
：1,000 円
開催日時：奇数月の最終金曜日
18：30 〜 21：00
場 所 ：日本イベント産業振興協会会議室 ほか
参加費 ：1,000 円

業種や年齢を超えたコミュニケーションが行われています。

会計報告
収 入の部

2009年決算案および2010年予算案は、右記の
とおり承認されました。
詳細はイベント学会Webの2010年度総会議案書
をご覧ください。

09 年度決算

10 年度予算

計

8,285,000

8,180,000

事業収入

計

1,069,049

870,000

当期収入

計 （A）

9,354,049

9,050,000

前期繰越収支差額
支 出の部
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科目
会費収入

収入合計（B）

1,519,533

2,636,893

10,873,582

11,686,893

事業費

計

4,110,207

4,760,000

管理費

計

4,126,482

4,290,000

8,236,689

9,050,000

当期支出

計（C）

当期収支差額（A ー C）

1,117,360

0

次期繰越収支差額（B ー C）

2,636,893

2,636,893

イベントJAPAN2010参加報告
5月11日（火）
・12日（水）、パシフィコ横浜で「イベントJAPAN2010」
が開催されました。イベント学会は、日本イベント産業振興協会、日
本イベントプロデュース協会、日本イベント業務管理者協会、日本イ
ベントネットワーク協会、(株)インタークロス・コミュニケーション
ズと共に実行委員会の一員としてこのイベントを主催しました。また、
ブース出展も行い、イベント学会の活動紹介と、会員の皆様の書籍の
紹介などを行いました。

イベント学会のブースは、学
生や法人会員、個人会員の有
志によるボランティアで運
営。会員の皆様の書籍もご紹
介しました。ご協力ありがと
うございました。

「イベント JAPAN2010」では、77 の企業、団体に
よるブース出展、ステージショーやセミナー、リク
ルートコーナーなどが展開されました。
総 会 終 了 後、会 場 を
視察された堺屋会長。
イベント学会のブース
にて記念撮影。

■ イベント学会入会手続き
■ イベント学会入会手続き
入会ご希望の方は、申込書（会員種類別）にご記入
入会ご希望の方は、申込書（会員種類別）にご記入の
1. 1.
の上イベント学会事務局あてご郵送ください。
上イベント学会事務局あてご郵送ください。
申込書は学会Webからダウンロードするか事務局へ
申込書は学会
Web からダウンロードするか事務局
ご請求ください。
へご請求ください。

2.

申込者については理事会等で審査し、入会を承認さ
申込者については理事会等で審議し、入会を承認さ
2.
れた方には入会承認書と振込み案内をお送りします
れた方には入会承認書と振込み案内をお送りします
ので入会金（初年度のみ・準会員は不要）
と年会費を
ので入会金（初年度のみ・準会員は不要）と年会費
指定の口座にお振込みください。
を指定の口座にお振込みください。

これ以降、会報『イベントロジー』や研究大会、イ
これ以降、会報『イベントロジー 』や研究報告書、研
3. 3.
ベントなどのご案内をお届けします。
究大会、イベントなどのご案内をお届けします。

イベント学会会費一覧（２０10年4月〜2011年3月）
会員種類
１）個人会員

入会金

年会費

５，
０００

１０，
０００ 個人

２）準会員

なし

３）
自治体会員
４）法人会員

２０，
０００
（1 口）

２，
０００

備

考

大学生、大学院生、
専門学校生など

5０，
０００ 地方自治体
（1 口）

１００，
０００ １００，
０００

※法人会員は1口以上

企業、団体などの
法人
（単位：円）

イベント学会 Web http://eventology.org/
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