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魅力体験①
ＮＡＧＯＹＡカーニバル
ちんどん屋さんと盛り上がろう！！
13:15 - 14:15
魅力体験②
八十亀ちゃんがやってくる！
育め！ちびっこプライド
おおきい八十亀ちゃんと
一緒にダンスに挑戦
ダンスの先生は、ＯＳ☆Ｕだ！！
14:30 - 15:30
魅力体験③
日本の宝「有松・鳴海絞」
ＰＯＰなオリジナル絞りを作ろう！

12:30 - 13:00
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名古屋の魅力って何？
ＭＡＧ！Ｃ☆ＰＲＩＮＣＥと一緒に、
マジに考えてみます！
■パネリスト
平野泰新・大城光・永田薫（ＭＡＧ！Ｃ☆ＰＲＩＮＣＥ）
名古屋市観光文化交流局 ナゴヤ魅力向上室 室長
田頭 泰樹氏
大須商店街連盟 副会長
石原 基次氏
ＮＰＯ法人コンソーシアム有松 理事
山上 正晃氏
■コーディネーター
加藤 里奈氏（ＮＨＫ名古屋放送局）
によるパネルディスカッション他
■オープニングアクト
C.U.G.セプテット
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主催 ： 名古屋青年会議所、名古屋市主催 ： 名古屋青年会議所、名古屋市

「名古屋８デスティネーションズキャンぺーン」 連携イベント「名古屋８デスティネーションズキャンぺーン」 連携イベント

名古屋のまちには、 市民の皆様も気づいていない魅力がいっぱい！
 まちを代表する８つのエリアの知られざる魅力をお届けします !
名古屋のまちには、 市民の皆様も気づいていない魅力がいっぱい！
 まちを代表する８つのエリアの知られざる魅力をお届けします !

開場 9:30 /閉会 11:05

名古屋の魅力って何？
ＭＡＧ！Ｃ☆ＰＲＩＮＣＥと一緒に、
マジに考えてみます！

名古屋市が展開する
「８デスティネーションズキャンペーン」
８つのエリアの知られざる魅力を
ブースで見つけて下さい。

9:30 - 16:00

名古屋市が展開する
「８デスティネーションズキャンペーン」
８つのエリアの知られざる魅力を
ブースで見つけて下さい。
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公益社団法人 名古屋青年会議所
〒460-0008 名古屋市中区栄 1-15-24

開館時間 ： 平日 午前9:30～午後5:30   休館日 ： 土曜・日曜・祝日
TEL.０５２-２２１-８５９０  FAX.０５２-２０２-０４６４ http://www.nagoyajc.or.jp/

公益社団法人名古屋青年会議所のフォーラムや事業の情報が満載の公式ホームページ

名古屋 JC

ごあいさつ

公益社団法人　名古屋青年会議所

第69代理事長 浅野 弘義

名古屋は、観光力に関して、２０１６年度と２０１８年度に実施された「都市ブランド・イメージ
調査」において、２回連続、「最も魅力に欠ける都市」という結果になってしまいました。しかし
ながら名古屋には、日本にも世界にも誇れる観光資源があります。
今回は、名古屋市が８月より展開している『名古屋８デスティネーションズキャンペーン』と
タイアップし、同市との共催イベントにおいて、９月フォーラムを開催します。名古屋の魅力を
紹介するブースや体験コーナーなど、名古屋の魅力に直接触れることで多くの方にとって、名
古屋の魅力を発見し、発信する機会となればと思います。
是非とも、ご家族ご友人をお誘い合わせの上、多くの方々のご来場を賜りますよう、心よりお
願い申し上げます。

タイムスケジュール

交通アクセス

お申込み期限
2019年9月13日（金）必着

お申込み
方　　法

スマートフォンで下記ＱＲコードよりお申込み下さい。

9:30

10:00

11:20

11:05

9:45

9:48

9:30

名古屋観光文化交流特命大使 C.U.G.セプテット
オープニングアクト （15分）

名古屋青年会議所  事業事例発表（１２分）

パネルディスカッション（６５分）

名古屋青年会議所  セレモニー （３分）

～名古屋の魅力って何？ ＭＡＧ！Ｃ☆ＰＲＩＮＣＥと一緒に、マジに考えてみます！～

記念撮影 ｉｎ オアシス２１ モニュメント“＠ＮＡＧＯＹＡ”前

閉会

開場

オアシス２１〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目11番1号
<東山線・名城線栄駅の東改札口を出てすぐ（駅直結）>
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ご観覧希望の皆様へ
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魅力体験② 八十亀ちゃんがやってくる！（６０分）

魅力体験① ＮＡＧＯＹＡカーニバル（３０分）

魅力体験③ 日本の宝「有松・鳴海絞」（６０分）

育め！ちびっこプライド おおきい八十亀ちゃんと一緒にダンスに挑戦 ダンスの先生は、ＯＳ☆Ｕだ！！

ちんどん屋さんと盛り上がろう！！

ＰＯＰなオリジナル絞りを作ろう！

ＤＩＳＣＯＶＥＲエリア 体験コーナー

このイベントは公益社団法人名古屋青年会議所の９月フォーラムにもなっています。
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「名古屋８デスティネーションズキャンぺーン」 連携イベント

（入場無料）

パネルディスカッションへご参加の方は事前
登録のご協力をよろしくお願いいたします。
なお、登録はお席を確約するものではありません。
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