
令和元年８月１９日  

 

報道機関各位 

 

地 方 創 生 推 進 部 政 策 企 画 課  

（縄文文化発信サポーターズ事務局） 

 

縄文文化発信サポーターズが特別対談を開催！ 

「縄文の思考 ～小林 達雄×夢枕 獏～」 
 
縄文文化発信サポーターズ※は、世界に誇る日本固有の縄文文化を、東京オリンピ

ック・パラリンピックを契機として国内はもちろん、全世界へ広く発信することを目

指して活動を行っております。 

このたび、縄文文化の展示を多く取り扱う國學院大學博物館との共催で特別対談を

開催します。 

つきましては、下記のとおり概要をお知らせしますので、ぜひ取材くださるようお

願いします。 

 

特別対談 

「縄文の思考 ～小林 達雄×夢枕 獏～」 
 

１ 日  時  ８月２３日（金）午後３時～４時４０分 

 

２ 会  場  國學院大學 渋谷キャンパス学術メディアセンター 

         常磐松ホール（東京都渋谷区東 4-10-28） 

 

３ 対 談 者  縄文文化発信サポーターズ会長・小林 達雄 

（國學院大學名誉教授） 

         作家・夢枕
ゆめまくら

 獏
ばく

さん 

 

４ 出 席 者  長岡市長（代表幹事）、サポーターズ関係者 約４０人 

         一般来場者 約２５０人 

 

５ 会員名簿 裏面のとおり 

 
※縄文文化発信サポーターズ 

世界的にも貴重な縄文文化の素晴らしさを広く普及・啓発し、オールジャパン体制で、東京オ

リンピック・パラリンピックの機会に全世界へ発信するため、文化人、地方公共団体の首長が

協力して平成 28年７月に設立。 

メンバーは全国 75市町村と 15人の文化人サポーター。会長は小林達雄（國學院大學名誉教授）、

代表幹事は長岡市長が務める。 

 

 

問い合わせ：縄文文化発信サポーターズ事務局（政策企画課内）  

℡０２５８－３９－２２０４ 

 

出 席 者 

長岡市 



 

 

 
(R1.7.22現在)

●文化人

都道府県 市町村名 都道府県 市町村名 名前 所属

1 北海道 函館市 39 新潟県 長岡市 1 井上　洋一 東京国立博物館副館長

2 北海道 恵庭市 40 新潟県 三条市 2 大塚　初重 明治大学名誉教授

3 北海道 伊達市 41 新潟県 小千谷市 3 片桐　仁 株式会社トゥインクル・コーポレーション

4 北海道 石狩市 42 新潟県 十日町市 4 苅谷　俊介 株式会社土舞台

5 北海道 森町 43 新潟県 見附市 5 近藤　誠一 元文化庁長官

6 北海道 洞爺湖町 44 新潟県 村上市 6 坂詰　秀一 立正大学名誉教授

7 青森県 青森市 45 新潟県 糸魚川市 7 佐藤　卓 株式会社ＴＳＤＯ

8 青森県 八戸市 46 新潟県 魚沼市 8 土井　善晴 おいしいもの研究所

9 青森県 外ヶ浜町 47 新潟県 阿賀町 9 平野　暁臣 公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団（岡本太郎記念館）

10 青森県 野辺地町 48 新潟県 津南町 10 藤井　宏昭 森アーツセンター

11 岩手県 宮古市 49 富山県 小矢部市 11 藤岡みなみ 株式会社サンミュージックプロダクション

12 岩手県 北上市 50 石川県 能登町 12 松岡　正剛 株式会社編集工学研究所

13 岩手県 一戸町 51 福井県 若狭町 13 茂木健一郎 脳科学者、作家

14 宮城県 石巻市 52 山梨県 北杜市 14 望月　昭秀 株式会社ニルソンデザイン事務所

15 宮城県 栗原市 53 山梨県 笛吹市 15 山下　裕二 明治学院大学教授

16 宮城県 東松島市 54 山梨県 甲州市

17 秋田県 大館市 55 長野県 岡谷市

18 秋田県 鹿角市 56 長野県 諏訪市

19 秋田県 北秋田市 57 長野県 伊那市

20 山形県 舟形町 58 長野県 茅野市

21 福島県 福島市 59 長野県 塩尻市

22 福島県 南相馬市 60 長野県 東御市

23 福島県 新地町 61 長野県 川上村

24 栃木県 宇都宮市 62 長野県 御代田町

25 栃木県 小山市 63 長野県 長和町

26 群馬県 渋川市 64 長野県 下諏訪町

27 群馬県 みどり市 65 長野県 富士見町

28 群馬県 榛東村 66 長野県 原村

29 埼玉県 さいたま市 67 静岡県 浜松市

30 埼玉県 桶川市 68 静岡県 富士宮市

31 埼玉県 富士見市 69 愛知県 豊橋市

32 埼玉県 蓮田市 70 愛媛県 久万高原町

33 埼玉県 日高市 71 長崎県 佐世保市

34 千葉県 市川市 72 鹿児島県 霧島市

35 千葉県 千葉市 73 鹿児島県 奄美市

36 千葉県 香取市 74 沖縄県 宜野湾市

37 神奈川県 横須賀市 75 沖縄県 北谷町

38 新潟県 新潟市

縄文文化発信サポーターズ会員名簿

●市町村


