
 

 

 

 

 

 

 

 

 

～横浜マイスターの「匠の技」を体験！～ 

第 22回 横浜マイスターまつりが、11月 10日（日）、横浜市技能文化会館を会場に行われます。 

横浜市が選定した優れた技能職者「横浜マイスター」が、実演や作品展示・販売、技能体験教室を行いま

す。横浜マイスターの卓越した技をぜひご体験ください。 

また、このまつりにおける「料理の提供」と「技能体験教室」の参加申込を、往復はがきにて 

10月 31日（木）（当日消印有効）まで受け付けます。 

 

 

 

【日時】令和元年 11月 10日（日）午前 10時から午後４時まで 

【場所】横浜市技能文化会館（中区万代町２-４-７） 

【主催】横浜マイスター会 

【共催】横浜市経済局、特定非営利活動法人横浜マイスター友の会 

【内容】※料理は有料・要事前申込、体験教室は有料・要事前申込、 

一部当日申込。申込方法はチラシをご覧ください。 

 

■技能披露及び即売会 

普段なかなか見ることのできない名人の技能披露や作品の展示即売をします。 

■料理の提供 

 横浜ブランド肉「ハマポーク」を使ったジューシーで上品なソーセージ  

ドイツパン＆コーヒー付：1,000円、120食（中山一郎：食肉加工） 

 ジャーマン・ホットドッグ＆コーヒー：600円、120食（中山一郎：食肉加工） 

 フカヒレの本場 気仙沼の老舗メーカーが作ったマイルドなフカヒレカレー：900円、80食（横浜マイスター友の会） 

■技能体験教室 

 ガラス切りコラージュ体験教室：小学生以上、200円、４回開催/各回 10名（平山健雄：ステンドグラス） 

 木工塗装教室：小学生以上、1,000円、２回開催/各回６名（大沢尚：木工塗装士） 

 丸太切り、鉋削り、釘打、ビス打体験教室：小・中学生、500 円、４回開催/各回４名（関野美三夫：建築大工） 

 本物体験木口彫刻：中学生以上、1,000円、当日受付、若干名（國峯伸之：印章彫刻士） 

 組子のコースター作り：小学５年生以上、500円、２回開催/各回８名（田中利男：建具製作） 

※取材を希望される場合は、令和元年11月８日（金）までに経済局雇用労働課へ御連絡ください。 

※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

お問合せ先 

経済局雇用労働課長   山本 秩朗    電話 045-671-2303 

横浜マイスター会 会長 大沢 尚     電話 045-741-1012 

令和元年 1 0 月 1 8 日 
経 済 局 雇 用 労 働 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

第 2２回 横浜マイスターまつり 開催概要    ※詳しくはチラシをご覧ください。 



食の横浜
マイスター料理の提供有料

事前予約制

技能体験教室※小学校4年生以下は保護者が同伴ください。

※各教室の実施場所については、
裏面会場案内図の　マークをご覧ください。

【技能体験教室・申込方法】
往復はがきの往信の裏面に①参加希望の体験教室名　②希望の時間　③参加希望者（全員）の氏名（ふりがな）・学年（１通４人まで）、
④代表者の氏名・郵便番号・住所・電話番号、返信の表面に郵便番号・住所・氏名を記入してお申込先までお送りください。
●お申込先　〒231-0023 横浜市中区山下町1 シルクセンター4F 株式会社横浜アーチスト内「横浜マイスターまつり」係
●締切り　10月31日（木）当日消印有効　　※応募者多数の場合は抽選

【料理の提供・申込方法】
往復はがきの往信の裏面に①A or B or Cの希望　②A・Bのみ希望の時間　③人数（１通４人まで）　④代表者の氏名（ふりがな）・
郵便番号・住所・電話番号、返信の表面に郵便番号・住所・氏名を記入してお申込先までお送りください。
●お申込先　〒231-0023 横浜市中区山下町1 シルクセンター4F 株式会社横浜アーチスト内「横浜マイスターまつり」係
●締切り　10月31日（木）当日消印有効　　※応募者多数の場合は抽選

事前募集

木工塗装教室
講　師
対　象
時　間

人　数
参加費

大沢 尚（木工塗装士）
小学生以上
①11:00～
②13:00～
各回６名
1,000円

丸太切り、鉋削り、釘打、ビス打体験教室
講　師
対　象
時　間

人　数
参加費

関野 美三夫（建築大工）
小・中学生
①10:00～
②11:00～
③13:00～
④14:00～
各回４名
500円

本物体験木口彫刻
講　師
対　象
時　間
人　数
参加費

國峯 伸之（印章彫刻士）
中学生以上
当日受付
若干名
1,000円

組子のコースター作り
講　師
対　象
時　間

人　数
参加費

田中 利男（建具製作）
小学５年生以上
①10:00～
②13:00～
各回８名
500円

ガラス切りコラージュ体験教室
講　師
対　象
時　間

人　数
参加費

平山 健雄（ステンドグラス）
小学生以上
①10:00～
②11:00～
③13:00～
④14:00～
各回10名
200円

★

※当日、空き状況に応じて受け入れ可。

※当日、空き状況に応じて受け入れ可。※当日、空き状況に応じて受け入れ可。

※各回入れ替え制

※一部内容が変更になる場合がございます。

横浜マイスター推薦
フカヒレの本場 気仙沼の老舗メーカーが
作ったマイルドなフカヒレカレー

限定80食 NPO法人　横浜マイスター友の会

C

1,000円

900円

11：00／12：00／13：00 各回限定40食

A

ジャーマン・ホットドッグ & コーヒー
700円 11：00／12：00／13：00 各回限定40食

B

技能披露及び即売会 普段なかなか見ることができない名人の
技能披露や作品の展示即売をします。

主催／横浜マイスター会　共催／横浜市経済局、特定非営利活動法人「横浜マイスター友の会」
問い合せ先／横浜マイスターまつり事務局［㈱横浜アーチスト内］TEL.045-664-3731

横浜市庁舎
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横浜
マイスターまつり

日本人が忘れかけていた技能の原風景

2019年
11月10日（日） 
午前10時～午後4時

横浜市技能文化会館
JR根岸線関内駅南口 徒歩5分
または、市営地下鉄伊勢佐木長者町駅1番出口 徒歩3分
※公共交通機関をご利用ください。

会場

第22回 入場無料

新マイスターの紹介
令和元年度選定（第24期）

田中幸男
クリーニング師
クリーニング発祥の地である
横浜で培った素晴らしい技能を
全国に広める活動をしている
田中氏が選定

新マイスターの紹介
令和元年度選定（第24期）

島田和気男
調理師（日本料理）
和食がユネスコ無形文化遺産に
登録され 四季折 の々気候風土を
大切にした調理師（日本料理）から
島田氏が選定

国際ソーセージ競技大会 金メダル獲得 中山マイスターによる
横浜ブランド肉「ハマポーク」でつくるソーセージ実演試食会を開催！！

午後13時～午後13時40分 2F 多目的ホール内 ステージ

横浜ブランド肉「ハマポーク」を使った
ジューシーで上品なソーセージドイツパン＆コーヒー付



【横浜マイスター事業】

横浜マイスターって何？
会場案内図

ハマに「技」あり 横浜市が平成8年度から行っている事業で、市民の生活・文化に寄与する優れた技能職者を「横浜マイスター」に選定しています。
この事業は、横浜マイスターが行う後継者育成、貴重な技能・技術の継承及び普及活動などを通して、技能職の振興を図ることを目的として
いるため、横浜マイスターは過去の功績だけではなく、将来の活動を期待して選定されています。

このマークは技能体験教室です。 このマークは料理の提供です。

このマークは令和元年度に選定された新マイスターです。 ※内容等が変更になる場合があります。

ありがとう
ございます

大勢の皆様が横浜マイスターまつりを
応援してくださっています。

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　タカナシ販売株式会社
株式会社匠の里（70才からの元気な高齢者の皆さんが活躍する会社です。）

以上の企業・団体がマイスターまつりを支援しています。

株式会社白楽花園　株式会社横浜マイスターの店シュタットシンケン　光ステンド工房
美容室カオリグループ　全日本洋裁業発祥記念碑保存会　神奈川印章の匠
株式会社加賀美自動車商会　植周造園株式会社
掛軸襖内装株式会社木村経師店　横浜信用金庫 野毛町支店　有限会社田中建具店　横浜芝山漆器研究会
株式会社関野建築事務所　YSK★山村染織工芸　髙橋畳店　横浜竿の汐よし　有限会社帯康　株式会社シノダ横浜店
庭工荒川　株式会社ホシノ　大沢工芸　洋裁店クチュールモード　有限会社国峰印房　有限会社アトリエトラベル
現代の名工阿部忠悦 テーラー丸忠フルオーダー

神奈川県クリーニング生活衛生同業組合
横浜市美容組合連絡協議会　横浜畳組合連合会
神奈川県印章業組合連合会　神表協横浜表装インテリア協会
神奈川県中日調理師会　横浜市板金組合連合会　横浜市理容連合会

横浜マイスター紹介

装う 食べる 住む 暮らす

8F

7F

6F

2F

1F

②
【会議室】
木工塗装教室 ③

【会議室】
丸太切り、鉋削り、釘打、
ビス打体験教室と
大工道具の展示、木工製品の販売

①
【801号室】
印章彫刻実演・販売
本物体験木口彫刻

【802号室】
NPO法人横浜マイスター友の会
フカヒレカレー

④
【多目的ホール】
金封入り封筒・和紙封筒の販売
掛け軸の展示

⑤【多目的ホール】花束・アレンジ実演・販売

⑥【多目的ホール】染織作品の展示・販売

⑮【喫茶】ガラス切りコラージュ体験教室

⑦
【多目的ホール】
ソーセージ
ジャーマン・ホットドッグ

⑧【多目的ホール】銅板アート実演・販売

⑪【多目的ホール】帯仕立て実演

⑫
【多目的ホール】
組子製作とコースター制作
体験教室

⑨
【多目的ホール】
キルティングの手提げ袋、
巾着袋の展示

⑩
【多目的ホール】
横浜竿の展示
鯨穂先の削り方実演

★

⑬【多目的ホール】アイロン実演・シミ抜き

⑭
【多目的ホール】
型枠工事の説明

★

★

★★

【602-603号室】
お食事場所

横濱元町 霧笛楼（中区）：フランス料理を和の心で表現し、味わっ
ていただく「横濱フレンチ」を提唱。産地へ行って生産者から学
び、安心・安全な旬の食材を厳選しています。ソースには酢や植
物油、野菜をふんだんに使用し、丁寧な調理法によって素材の
美味しさが最大限に生かされた料理は、味覚だけでなく五感で
楽しむことができる料理となっています。 平成29年 全日本司
厨士協会総本部会長賞受賞

今平　茂 調理師（西洋料理） 平成29年度選定（第22期）

有限会社キャスミン美容室（中区）：花嫁支度の伝統的な技法を
受け継ぎ、通常複数人で行う作業工程を一人でも正確に行うこ
とが出来るなど、精度の高い技能を有しています。帯結びの作
業工程では、帯の形を先に作ったり、ゴム紐で固定したりする工
夫を施し、美しい形に仕上げています。平成６年全日本美容技術
選手権大会花嫁化粧着付部門日本大賞受賞（優勝）

中田眞智子美容師・着付け 平成30年度選定（第23期）

割烹 志満八（中区）：季節の野菜を用いて、四季折々の花鳥風月
を料理に表現する手法として古来より伝承されてきた日本料理
の技能である「むきもの」技術において優れた技能を有していま
す。また、横浜萬屋心友会では、四條心流の「式庖丁」における
師範代として、三渓園や鎌倉の鶴岡八幡宮などでの奉納式庖
丁を取り仕切り、若手に技能の継承を行っています。
平成23年 調理業務功労者表彰受賞

島田和気男 調理師（日本料理） 令和元年度選定（第24期）

大沢工芸（南区）：三越直営の家具工場である株式会社三越
製作所にて木工塗装の技術を習得されました。木目を活かし、素
地の特徴をつかんだ深みのある色調を作り出すアンティーク塗
装に卓越した技能をお持ちで、素材の木の良さを引き出す塗装
をされています。最高裁大法廷の法卓、宮内庁松の間や赤坂迎
賓館朝日の間の家具などを手掛けられてきました。
平成26年 黄綬褒章受章

大沢　尚 木工塗装士 平成15年度選定（第８期）

株式会社関野建築事務所（保土ケ谷区）：建築の設計から計
画、施工までの知識と経験が豊富で、住宅建築はもとより、神社
仏閣など伝統的な建築物に優れた技能を発揮されています。特
に、木造建築物の回り階段、木造社寺建築の入母屋作りや千鳥
屋根など複雑な部位についての現寸展開図の起し方に優れた
技能をお持ちです。　平成25年 黄綬褒章受章

関野美三夫 建築大工 平成16年度選定（第９期）

有限会社国峰印房（南区）：ゴム印は、柔らかいゴムを刃で切る
必要があり、國峯さんは的確に字の形に沿って刃をゴムに入れ
ます。また、牙・角・木などの材料を彫る木口彫刻では、優れたデ
ザイン力を持ち、磨かれた彫刻技能を駆使し、お客様の雰囲気
や要望に合わせた唯一無二の印鑑を作られてきました。１級技
能士が競う全国技能グランプリにおいて、平成９年 ゴム印彫刻
優勝、平成19年 木口彫刻優勝。

國峯伸之 印章彫刻士 平成27年度選定（第20期）①

③

②

④
株式会社木村経師店（西区）：表具の伝統的な技法を正確に
習得し精通しており、一般的な襖、屏風、障子張りはもとより、表
装匠として掛け軸や古書画の修復という特殊な作業において、
優れた技能を有されています。東京西大井の帰命山養玉院
如来寺宝　紙本着色仏涅槃図の修復に携わるほか、三渓園や
美術館、博物館の所蔵品など多数を手掛けられています。
昭和62年 神奈川県卓越技能者表彰受賞

木村康夫 表具師 平成10年度選定（第３期）

⑤
株式会社白楽花園（港北区）：小さな花束から、ウェディングブー
ケ、デパートのディスプレイなど、各作品に込められた技能は一
貫しており、「植物の特性を生かし、丁寧に仕上げる」という花卉
装飾の基本的な技法をベースにして、感性豊かなデザインを作
品に表現し、時代に合った最先端の技能を発揮されています。
平成30年 現代の名工受賞

小泉　徹 花卉装飾 平成11年度選定（第４期）

山村染織工芸（泉区）：機械で大量生産されることが多い中で、
手描きによる大量生産に取り組まれています。山村さんが考案し
た手描き染め技法は、一反の布を空中に張り、刷毛を使ってフ
リーハンドで図柄を描く技法で、同じ図柄を大量に描け、手仕事
の味わいが出せます。墨流し染め、よろい染め、むら染めなど開
発した技法は100種を超えます。平成27年　黄綬褒章受章

山村助成 染織 平成17年度選定（第10期）⑥

⑧
一般の戸建てや集団住宅をはじめ、建築物の屋根、雨樋、外壁
工事加工や施工の技術は、建築関係業界で高く評価されていま
す。神社仏閣・寺院などの特殊建造物の工事では、建築物によく
調和した美観に対応する施工を行い、卓越した技能を発揮され
ています。東海大学の総合体育館、三溪園の三溪記念館などの
大規模な屋根工事では現場責任者を務められました。平成５年
神奈川県卓越技能者表彰受賞

玉田　正 板金技能士 平成９年度選定（第２期）

高橋畳店（鶴見区）：神社や寺院などで使われる「御神座」や
「六角畳」などの独特の形をした有職畳は、隅の柄を合わせるの
が大変難しいです。髙橋さんは独学で有職畳を作り始め、様々な
技法を開発し、多くの作品を生み出してこられました。髙橋さん
の作品は大山阿夫利神社をはじめ全国100か所以上の神社仏
閣で使用されています。平成13年 技能検定委員表彰功労賞受
賞（厚生労働大臣）

畳工 平成12年度選定（第５期）髙橋　弘
タナカテーラー（泉区）：紳士服は、布地と様々な素材の芯を組み
合わせて縫製されます。田中さんは、紳士服の前身頃の芯が背
広の要であると考え、前身頃の芯作りでは、布と芯の縦目線を合
わせることにこだわられています。また、襟と芯を縫い留めるため
に湾曲にハ刺しをする工程も手で細かく縫い上げるなど、丁寧な
手法で仕上げられています。 平成23年 神奈川県技能コンクー
ル県知事賞受賞

田中利明 洋服裁縫師 平成28年度選定（第21期）

シュタットシンケン（青葉区）：豚肉に関する知識が豊富で、塩など
の副材料の量や種類を変えるなど、より良い食材を追求されて
います。また、季節を問わず同じ品質の商品を提供するため、
ソーセージを練る方法を発案・工夫し、徹底した温度管理と丁寧
な作業工程を行い、肉の味と食感をいかすハム・ソーセージ作り
をされています。本場ドイツの食肉加工品のコンテストにて金
賞、銀賞を受賞。

中山一郎 食肉加工 平成26年度選定（第19期）⑦

横浜の伝統工芸品「芝山漆器」の木地製作以外の工程を一人
でこなし、芝山（漆器にレリーフ状にはめ込む貝や象牙の細工）
を製作する技能だけでなく、きゅう漆螺鈿平文、蒔絵などの加飾
技術を得意とされています。寒川神社や中尊寺金色堂など社寺
仏閣の国宝級の古美術品の修復を手掛けられています。
平成22年 横浜文化賞受賞

宮﨑輝生 漆器工芸師 平成８年度選定（第１期）

横浜竿の汐よし（南区）：海釣り用の和竿（横浜竿）の製作を手掛
けています。滑り止めのため手元部分に糸と籐を交互に巻く「籐
巻き」や螺鈿を取り入れた漆の「変り塗り」は、実用性と意匠を
兼ね備えた独自の装飾です。また、自身の釣りの経験を活かし、
現代の釣り方に合った和竿作りを探求されてきました。江戸和竿
協同組合会員として、経済産業省指定伝統工芸品の和竿の製
作を手掛けられています。

早坂良行 和竿師 平成27年度選定（第20期）⑩

⑨

有限会社帯康（戸塚区）：一般的な帯仕立てでは、180cmの
長さの台を作業者に対して横に置きます。水守さんは、キセ（折
り目）をまっすぐに仕上げるため、70cmの長さの台を作業者に
対して縦に置いて作業する方法を考案されました。また、帯の擦
り切れを防ぐために帯芯を用いて段を消す技法を施すなど、帯を
長持ちさせ、帯の締め心地を良くするよう工夫されています。
平成27年 黄綬褒章受章

水守康治 帯仕立て 平成27年度選定（第20期）⑪

有限会社田中建具店（港北区）：受け継がれてきた建具作りの
基本技術に加え、住宅など現場の状況に合わせて、技法を組み
合わせて高品質な作品を提供されてきました。また、組子に用い
る材料を正確に加工し、様々な模様を組み合わせた組子作りを
得意とされており、球体の行燈を作成するなど、工夫を凝らした
独創的なデザインの作品製作を手掛けてこられました。
平成26年 瑞宝単光章受章

田中利男 建具製作 平成27年度選定（第20期）⑫

WELL KAORI いずみ中央店（泉区）：お客様の頭の骨格や毛
髪の性質・量を瞬時にとらえ、髪をそぐ・削るという技法を的確に
組み合わせて、お客様の要望に合わせた髪型を造り上げてこら
れました。スライディングカット（鋏の片面だけを使って毛束を滑ら
せる技法）によって、従来よりも毛の表現力が豊かになり、多くの
デザインが生み出されています。平成7年 神奈川県優秀技能者
表彰受賞

新田景子 美容師 平成27年度選定（第20期）⑬

光ステンド工房（港北区）：フランスで学んだ古典技法とレベルの
高い技能をもとに最先端の現代技法を取り入れ、日本の気候・
風土にあった作品づくりをしています。年月が経ってもステンドグ
ラスを再利用できるよう、補強方法もフランス教会建築の方法を
取り入れています。法性寺本堂、横浜市立大学などの大規模な
製作を多数手掛けるほか、横浜市開港記念会館などのステンド
グラスを修復されています。　平成30年 横浜文化賞受賞

平山健雄 ステンドグラス 平成12年度選定（第５期）⑮

株式会社トヨテック（泉区）：大規模工事では、従来の工法では複
数棟の各棟を順に１階ずつ段階的に施工しますが、髙橋さんは、
薄型の大型型枠パネルやパーツを用いて、複数棟の同じ階を同
時に型枠施工する方法を考案し、工程の短縮や効率を向上さ
せ、安全な工程管理に成功されています。 平成28年 優秀施工
者国土交通大臣顕彰（建設マスター）受賞

髙橋　豊 型枠大工 平成28年度選定（第21期）⑭

テーラー丸忠（瀬谷区）：ビジネススーツはもとより、タキシード、
燕尾服、婦人用スーツ（紳士服仕立て）などを手がけています。
製図から始め、手作りにこだわられ、特に仕立ての難しいタキ
シードや燕尾服の製作を得意とし、立体的な芯作り、縫い目が浮
かない、型崩れしない技法をお持ちです。 平成28年 現代の名工
受賞　平成30年 黄綬褒章受章

阿部忠悦 洋服裁縫師 平成19年度（第12期）

植周造園株式会社（金沢区）：伝統的な築庭文化の技を受け継
ぎ、和風庭園だけではなく現代建築に合わせた庭園を数多く手
掛けています。石積みなどの石工事、竹垣や杉皮塀などの竹・木
材工事に抜群の技術を有し、伝統技法を生かして創意工夫をし
ながら、自然景観を庭園に再現されています。代々、旧川合玉堂
別邸「二松庵」の手入れや修復などに携わられています。
平成26年 黄綬褒章受章

大胡周一郎 造園 平成16年度選定（第９期）

造園 平成19年度（第12期）
有限会社庭工荒川（緑区）：日本古来の伝統的な築庭技法を
受け継ぎ、時代の変化に対応した新技法を柔軟に取り入れると
ともに、諸外国の庭園と日本庭園の共通点を探し、優れている点
を積極的に取り入れた施工をされています。上野寛永寺、真如
院、現龍院などの築庭を手掛けるほか、総持寺倚松庵路地の修
復に携わられています。
平成24年 神奈川県卓越技能者表彰受賞

荒川昭男

有限会社富士クリーニング商会（西区）：シミ抜きの作業におい
て、シミの成分や構成物質をしっかり把握した上で、独自の移染
抜き、シミ抜き剤を正確に使用する高度な技能を有しておりま
す。また、ウェットクリーニングの仕上げでは、アパレル仕上げを
習得しており、洋服の構造に精通して、イセ込み、クセ取り等の
仕上げ技術で立体的に仕上げることができます。
平成20年 神奈川県優秀技能者表彰受賞

田中幸男クリーニング師 令和元年度選定（第24期）




