令和 2 年 12 月吉日

一般社団法人日本旅行業協会

御中
一般社団法人大都市政策研究機構
理事長 市川 宏雄
東京交流創造ネットワーク協議会
委員長 市川 宏雄
共同委員長 田川 博己・本保 芳明
（印省略）

「東京交流創造ネットワーク協議会設立記念シンポジウム」のご案内
向寒の候 コロナ禍にあってもますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、東京における都市づくりにおける交流や観光の振興につきましては、平素から格別のご高
配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本年 7 月に東京の都市力向上を目指し、東京の MICE 開催の新たな拠点となる地域などにお
ける都市開発事業者、交通事業者、交流を創造する観光産業などのソフト事業者が参集し「東京交
流創造ネットワーク協議会」を設立いたしました。当会の設立にあたり、令和 3 年 1 月 20 日（水）
に神田明神ホールにて一般社団法人大都市政策研究機構が主宰する第 3 回都心サミットにおいて、
「東京交流創造ネットワーク協議会設立記念シンポジウム」を開催させて頂くことになりました。
本シンポジウムは、神田明神ホール（神田明神文化交流館 EDOCCO 2 階）でのリアル開催となりま
すが、新型コロナウイルス感染症対策として会場の収容率を約 50%に留め、オンラインでのライブ配
信（Youtube）も行います。つきましては、この記念シンポジウムを一層意義のあるものとするため、
是非ご参加・ご聴講をお願いしたいと存じます。ご多忙中とは存じますが、どうぞよろしくお願い
申し上げます。
記
1. 名 称

第３回都心サミット「国際交流創造都市・東京の実現に向けて」
～東京交流創造ネットワーク協議会設立記念シンポジウム

2. 日 時 令和 3 年 1 月 20 日（水）

午後 12 時 45 分受付開始

13 時 30 分 開会予定

3. 会 場 神田明神文化交流館 EDOCCO ２階「神田明神ホール」（千代田区外神田２丁目１６-２）
4. 主 催 一般社団法人大都市政策研究機構・東京交流創造ネットワーク協議会事務局
5. 後 援 東京都（申請中）
6. 参加形態 参加登録の際に「リアル参加」or「オンライン参加」を選択していただけます
※参加登録方法については別紙をご参照ください。
＜シンポジウムに関するお問合せ＞
東京交流創造ネットワーク協議会設立記念シンポジウム事務局（株式会社 JTB 東京交流創造事業部内）
担当者

名古 比加里（なこ ひかり）h_nako008@jtb.com

電

話

03-5539-5246／ファックス 03-5539-5250

所

在

東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 54 階

/

竹島 隆太郎

r_takeshima561@jtb.com

令和 2 年 12 月吉日

第３回都心サミット「国際交流創造都市・東京の実現に向けて」
東京交流創造ネットワーク協議会 設立記念シンポジウム
日時：2021 年 1 月 20 日（水）13：３0～16：45
会場：神田明神ホール (神田明神文化交流館２F)

次 第（案／予定）
（第 1 部）13：３0～14：１5 「国際交流創造都市・東京の実現に向けて」
1. 開会ご挨拶

市川 宏雄 大都市政策研究機構理事長
（明治大学名誉教授、東京交流創造ネットワーク協議会 委員長）

2. 来賓ご挨拶

小池 百合子 東京都知事
榊 真一

国土交通省 都市局長

千代田区長（調整中）
中央区長 山本 泰人 様
港 区長 武井 雅昭 様
新宿区長 （調整中）
文京区長 成澤 廣修 様
江東区長 （調整中）
大田区長 松原 忠義 様
渋谷区長 長谷部 健 様
豊島区長 高野 之夫 様
＜休憩＞ 15 分
（第 2 部）14：30～16：4５ 「国際交流創造都市・東京、実現への方策とは」
1. ご挨拶

田川 博己
東京交流創造ネットワーク協議会 共同委員長
（東京商工会議所副会頭・観光委員長/株式会社 JTB 取締役相談役）

2. 来賓ご挨拶

清水 祥彦 神田神社宮司

3. 基調講演

『国際交流創造都市・東京のための東京交流創造ネットワーク協議会』
市川 宏雄（東京交流創造ネットワーク協議会委員長）

4. パネルディスカッション 『エリア連携による国際交流創造都市・東京の実現について（仮称）』
パネラー

上野 雄一 様

東京都技監（都市整備局長兼務）

岸井 隆幸 様

(一財)計量計画研究所代表理事、
日本大学理工学部土木工学科 特任教授

永谷 亜矢子 様

モデレータ―
5. 閉会のご挨拶

本保 芳明氏

株式会社 an 代表取締役

田川 博己

東京商工会議所副会頭・観光委員長

本保 芳明

国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所

市川 宏雄
東京交流創造ネットワーク協議会 共同委員長

（国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所代表
●プログラムは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。

申込WEBサイト ~ご利用に際してのガイドライン~
「第3回都心サミット 東京交流創造ネットワーク協議会設立記念シンポジウム」の「リアル参加」または「オ
ンライン参加」のお申し込みは、以下のURLまたはQRコードを読み取ってWEBサイトにアクセスをお願いい
たします。

https://www.jtb-oa-sys.com
・本申込サイトは、JTBが運営しているWEBサイトです。WEBサイトへアクセスする場合は、
Google Chrome
Mozilla Firefox または
Safariをご利用ください。
Internet Explorerはご利用できません。
お気に入りやブックマーク追加は、ログイン後（下記②以降）のURLを登録してください。
・メール受信設定（迷惑メール設定など）を行っている場合、【@h.jtb.com】ドメインからメールを受信
できるように設定してください。

①申込WEBサイトへのアクセス

B)メールアドレスで
ログインする際はク
リックして登録

上記のURLから申込WEBサイトにアクセスしてください。
ログイン方法は下記2種類からお選びいただけます。
A) Facebook、Google、LINE、Microsoftのアカウン
トを利用する方法
B) メールアドレス・パスワードを新規に設定する方法

ログイン
A）ソーシャルアカウン
トを利用してログイン

配布された
パスコードを入力

任意のメールアドレスとパスワード（英大文字、英
小文字、記号、数字のうち3つの条件を満たす、8
文字以上の組合せ）にて新規登録を押下します。
その後、入力したメールアドレスに本登録用のメール
が届きますので「登録の確定」を押下してください。

②該当イベントの検索
ページ上部の入力欄にパスコードを入力し虫眼鏡
マーク または Enterキーを押していただくとツアー
内容が表示されます。

参加可能なイベントが
表示される

パスコードはT6EnkH5fGGです。
※ 全て半角文字です。記号や英数、大文字小文
字など、間違いのないように入力してください。

クリックするとイベントの
内容が表示される

③イベント内容の詳細表示
パスコードを入力後、お客様がご登録いただけるイ
ベント内容が表示されます。必ずご確認ください。
初回のパスコード入力後はTOPページに表示された
イベント名を選択するだけで内容が表示されます。
ページ下部の「申込」ボタンをクリックすると、イベント
参加に必要なお客様の情報登録画面に移動しま
す。

表示されたイベント内容
を確認後にクリック
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アクセスのご案内

神田明神ホール
東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2F
TEL: 03-3526-4301
電車でお越しの方

○JR 中央線・総武線[御茶ノ水]駅 徒歩5分
○JR 京浜東北線・山手線[秋葉原]駅 徒歩7分
○東京メトロ 丸ノ内線[御茶ノ水]駅 徒歩5分
○東京メトロ 千代田線[新御茶ノ水]駅 徒歩5分
○東京メトロ 銀座線[末広町]駅 徒歩5分
○東京メトロ 日比谷線[秋葉原]駅 徒歩7分

お車でお越しの方

○首都高速都心環状線 神田橋出入口
○首都高速1号上野線 上野出入口
※当ホールには駐車場がございません。近隣の駐車場をご利用ください。
•神田明神周辺の駐車場は・・・
神社より徒歩約5分
秋葉原UDXパーキング（800台収容・24時間営業・1日料金平日 2,000円）
秋葉原ダイビル駐車場（112台収容・営業時間7:00～23:00・1日料金
2,000円）
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