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『大河ドラマ「真田丸」の虚と実』

1941年

1963年

現 　 在

著 　 者

大河ドラマの舞台となった地域
は、まちおこしに必ず取り組みま
す。また、まちおこしの一環とし
て大河ドラマの誘致を展開してい
るところもあります。大河ドラマ
の情報発信力に頼りまちおこしを
することの課題を考えるととも
に、どのようにすればまちおこし
として成功するのか、今回の『真
田丸』をどのように活かすべき
か、議論していきます。

戦国武将として特に人気の高い、真田幸村。信州上田の真田家は、歴
史に数々の武勇伝を刻み、今日まで続いています。では、真田家は、
どこから来たのか。幸村は、どのような人物であったのか。歴史ドラ
マには、虚と実があります。実際の史実とドラマの違いから、歴史の
本質を学びます。

The 21c NBC

メディアを活用した「まちおこし」の本質

関東ニュービジネス協議会連合会関東ニュービジネス協議会連合会

一般社団法人21世紀ニュービジネス協議会

平成26年

9月26日（金）
15：30～20：30

ホテル国際21
「千歳」

茶名・ペンネーム 小宮山宗輝
講師 益子輝之氏（歴史・風俗研究家）

大野　了氏
前ＮＨＫ長野放送局長
NHKエンタープライズ

エグゼクティブプロデューサー

主催：関東ニュービジネス協議会連合会
主管：一般社団法人２１世紀ニュービジネス協議会
後援：関東経済産業局／長野県／（一社）長野県経営者協会／長野県中小企業団体中央会／
　　　（一社）長野県 商工会議所連合会／長野県商工会連合会／信濃毎日新聞社／
　　　公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会（順不同）

早川 知佐氏
信州上田観光大使

女流歴史プロデューサー

市村 次夫
21cNBC前会長

株式会社小布施堂代表取締役

益子 輝之氏
歴史・風俗研究家

パネリスト パネリスト パネリスト コーディネーター

開 会 式　　15：30～15：40　「千歳」（3階）

基調講演　　15：40～16：40　「千歳」（3階）

パネルディスカッション　　16：40～18：00　「千歳」（3階）

大交流会　　18：30～20：30　「千歳」（3階）

参加費 7,000円 信州のうまいもの大集合！ 信州の豊かな秋の味覚と地酒をお楽しみください。

参加申込

『大河ドラマを活かした「まちおこし」の明暗』

FAX
申込HP

ウラ面の申込書に必要事項をご記入の上、FAX送信
http://www.21cnbc.jp/　申込フォームから

東京生まれ。父が出征、戦死したため母の郷
里上田で育つ。
上田市役所観光課勤務。以来20年、市民祭り
や「信州の鎌倉」PR等、多数の企画を手掛け
る。
その間、TV各局の番組にも出演。上田を訪れ
た池波正太郎先生にお逢いし、長らくご厚誼
をいただく。
江戸千家不白会上田支部長・上田真田歌舞伎
研究会顧問・池波正太郎真田太平記館顧問・
上田民俗研究会幹事・川柳六文銭上田吟社社
人。SBCラジオ「城下町ぶらり散歩」出演中。
「四季の味」「石の仏たち」「新軽井茶話」「着
物歳時記」他。



参 加 申 込 書

氏　　　名所属協議会

講演会（無料）
出 ・ 欠

交流会（7,000円）
出 ・ 欠

歴史探訪（5,000円）
出 ・ 欠

ゴルフコンペ（2,000円（プレー代別 18,650円））
出 ・ 欠
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The 21c NBC 一般社団法人21世紀ニュービジネス協議会
住所：〒380-0803 長野県長野市三輪1252-1　TEL：026-217-1910　FAX：026-217-1915　E-mail：21nbc@avis.ne.jp

平成26年9月26日（金）・27日（土）
9月26日：講演会 15：30～18：00　　交流会 18：30～20：30
9月27日：歴史探訪 9：00～15：00　　ゴルフコンペ 8：00 現地集合

※各項目の出欠等に○をつけてください。宿泊予約はTELまたはホームページより直接ホテル国際21へお申し込み下さい。

会場アクセス
長野IC 約10km 約18分
須坂長野東IC 約10km 約18分
更埴IC 約15km 約30分

長野駅から徒歩 20分

長野駅からタクシー 約5分

〒380-0838
長野県長野市県町576
TEL:026-234-1111
http://www.kokusai21.jp/

⬆ FAX 026-217-1915

神奈川県生まれ
東京大学文学部西洋史
学科卒業
ＮＨＫ入社　奈良放送局
を経て東京、大阪で歴
史・美術、ドキュメンタ
リーを中心に番組制作。
（主な担当番組）　
歴史番組「歴史発見」
「堂々日本史」

１９５７年

１９８０年

衛星放送番組「ＢＳスペシャル」「ハイビジョン特集」
戦後６０年企画「あの日　昭和２０年の記憶」など
衛星第２テレビ（ＢＳ２）編集長として編成を統括
長野放送局長
ＮＨＫエンタープライズのエグゼクティブ・プロデュー
サーとして「証言記録　東日本大震災」の制作統括

２００８年
２０１２年
２０１４年

長野県に生まれる
慶應義塾大学法学部卒業
信越化学工業株式会社入社
同　退社
株式会社小布施堂代表取締役
株式会社桝一市村酒造
場代表取締役
日本建築学会文化賞受賞
デザインエクセレントカ
ンパニー受賞

1948年6月
1971年3月

4月
1980年1月

1月

1998年5月
2005年3月

藍綬褒章受章
財団法人北斎館理事
財団法人長野県国際交流推進協会理事
長野県世論調査協会委員長
日本ニュービジネス協議会連合会特別委員
長野ロータリークラブ会長
ライフスタイル革命委員会委員

2009年11月
〈主たる役職〉

１９７７年生まれ
東京都目黒区出身 静岡県静岡市在住 
幼少時より歴史に傾倒。２００６年２月に『歴
史時代書房 時代屋』の企画・立ち上げを担
当。『初代 女将』を務める。
同年８月に独立し、２００７年より歴史プロ
デューサー『六龍堂』として活動開始。
東京を中心に歴史イベントやグッズ開発の
プロデュースなどを手掛け、２００８年７月、

それまでの活動と戦国武将・真田幸村公への熱意を買われ『信州上田観
光大使』に任命される。
「歴史で地域活性化＝日本を元気に」をモットーに、地方自治体による歴史
観光のアドバイザー、歴史FANへの情報発信、イベント企画、歴史講演地域
活性化講演、イベント司会、書籍への執筆、などを手掛ける「現代の軍師」。
東京神田お茶の水の『レキシズルバー』にて初代バーテンダーと女将を務める。
地域問わず、歴史ファンの交流活性と地域活性化に努めている。

エクスカーション

パネリスト／コーディネーター

９月27日（土）

上田城

①歴史探訪「真田丸の魅力を体験」牧野島城、海津城、上田城など
　　　参加費：5,000円（昼食別、交通費）
②高原ゴルフコンペ「長野カントリークラブ」
　　　参加費：2,000円（プレー代別 18,650円）

大野　了氏 早川 知佐氏 市村 次夫

※9月16日（火）までに事務局へ
　お申し込みください。

宿泊予約はTELまたはホームページより
直接ホテル国際21へお申し込み下さい。 1泊朝食付 8,800円


