
1 

 

サイエンスアゴラ２０１５ 

交流会記録（報告書） 

概要 

サイエンスアゴラは、今回 10周年記念の節目の年です。私たちは、サイエンスアゴ
ラを、科学とともにある社会をつくろうと行動している人々が集まり、お互いの活動に
関心を持ち、仲間を募り、発展させていく場としていきたいと思っています。 
交流会は、サイエンスアゴラに参加する国内外の来賓、企画提供者、日本の研究開発

機関、資金提供機関、科学技術政策関係機関、サイエンスコミュニケーター等の交流の
場です。国内外の多様な食べ物や飲み物を添えて、人が集まり語らう場の楽しみを共有
します。 

名称 

サイエンスアゴラ 2015交流会 

日時 

平成 27年 11月 14日（土）18：00～20：00 

会場 

テレコムセンター展望台（東京都江東区青海 2-5-10テレコムセンター東棟 21F） 

主催 

JST科学コミュニケーションセンター 

協力機関 ※順不同 

（協力）南アフリカ共和国大使館様； 

（出展）リカーショップ アフリカー様、ジェー・ガーバー商会様 

（出展）イスラエル大使館様 

（出展）駐日欧州連合代表部様 

（出展）つくば市様 

（協力）宮城県酒造組合様； 

（出展）(株)一ノ蔵様、萩野酒造(株)様、(株)角星様、(株)佐浦様 
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（出展）公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー様 

（出展）(株)KADOKAWA様 

（出展）豊島屋酒造(株) 様 

参加者数 

約２５０人  
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出品一覧  

 

 

アフリカのお酒を専門に扱う

リカーショップ アフリカー様

より、南アフリカ産ワインをご

提供いただきました。 

「今回は、共に果実味が多く

フルーティーな 2本のワイン

をご用意しました。南アフリカ

のワイン産地は世界自然遺産

に登録されており、環境配慮の

ため、政府が定める薬品の使用

量の基準が厳しい。そのため、

農薬や殺虫剤、酸化防止剤に極

力頼らない生産を心掛けてい

ます。自然に優しい上に飲む人

の身体にも優しい南アフリカ

のワインを、ぜひ味わってくだ

さい」（店長・小泉俊幸様）  

参加者からは「南アフリカの

ワインは初めていただきまし

たが、とても美味しい。白ワイ

ンは、（ジェー・ガーバー商会

様ご提供の）オレンジと相性抜

群です」や「2本とも、とても

香りがいい。白ワインは、ぴり

っとした刺激もあって好みで

す」、「美味しい上に身体にも

優しいのはうれしい。リピート

確実ですね」と感想を述べ、ワ

インを存分に堪能していまし

た。  

出展社名：リカーショップ アフリカー様 

 

出品名： 

マン ピノタージュ セラーセレクト（赤） 

ブラハム シュナン・ブラン（白） 
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出品一覧  

 

 

貿易商社のジェー・ガーバー

商会様からは、南アフリカ産バ

レンシアオレンジをご提供い

ただきました。南アフリカ・オ

ンダバーグ社製造の、薬品を使

わないナイフカットセグメン

トで果実の自然な美味しさが

味わえる一品です。 

参加者たちは「甘くて美味し

い！」、「さっぱり、さわやか

ですね」、「（リカーショップ 

アフリカー様ご提供の）白ワイ

ンと一緒に食べると、美味しさ

が引き立ちます」と、口々に美

味しいといった感想を述べて

いました。 

出展ブースにはオレンジを

求めて長い列。次々と参加者た

ちに手渡され、今回ご提供いた

だいた 12缶のオレンジは瞬く

間に空となりました。  

 

出品名：南アフリカ産バレンシアオレンジ 

出展社名：ジェー・ガーバー商会様 
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出品一覧  

 

 

イスラエル大使館様より、イ

スラエルの料理とワインをご

提供いただきました。 

「【ファラフェル】は、サラ

ダやトマトの煮込み、ひよこ豆

のペースト、ひよこ豆のコロッ

ケなどをピタパンに挟んで食

べる、中東全域でポピュラーな

ファーストフード。【ブレカス】

は、ポテト、肉、チーズ、ホウ

レンソウなどをパイ生地でく

るんで焼いたオーブン料理で

す。ワインはゴラン高原近くの

ワイナリーの逸品を提供させ

ていただきます。イスラエル人

が愛してやまない料理とワイ

ンをお楽しみください」（イス

ラエル大使館ターク様、小田様） 

参加者からは「初めて食べま

すが、香辛料が効いていて美味

しいです。ピタパンの中に入っ

ているひよこ豆のコロッケも

最高」や、「イスラエルのワイ

ンは初めて飲みますが、すごく

飲みやすくて美味しいです」、

「落ち着いた、まろやかな味。

中東の過酷な地で、こんなに美

味しいワインができるなんて

感慨深いですね」と、大好評。 

料理とワインを求める参加

者が列をなし、ご用意いただい

た 100食分以上の料理とワイ

 

出品名： 

イスラエルワイン 

イスラエル料理 

・ファラフェル 

・ブレカス 

・イスラエルサラダ 

出展社名：イスラエル大使館様 
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ンは、あっという間になくなっ

てしまいました。  
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出品一覧  

 

 

駐日欧州連合代表部様より、

欧州が誇りに思う飲み物「ワイ

ン」とお菓子をご提供いただき

ました。 

「フランス・ブルゴーニュの

シャブリ、ギリシャ南部の赤ワ

イン、ブルガリアワイン、ハン

ガリーのワイン、イタリアのス

パークリングワイン、そしてア

イリッシュ・ウイスキーなどを

ご用意しました。ちなみに、私

が好きなのは、シャブリとギリ

シャの赤ワイン。フランスのシ

ャトーピポーもおすすめです。

欧州のワインを、ぜひたくさん

飲んでください！」（駐日欧州

連合代表部カラピペリス様） 

参加者は「（シャトーピポー

は）コクがあって、とても美味

しい」や、「それぞれのお酒か

ら、ヨーロッパが積み重ねてき

た、歴史の深みを感

じますね」、「飲む

比べてみると、それ

ぞれの国のワイン

の味の違いがよく

分かりますね。まる

でヨーロッパを一瞬で旅した

ような感覚を味わえました」と、

欧州の多彩なワインとウイス

キーに酔いしれていました。  

 

出品名： 

欧州各国のワイン、ウイスキー、お菓子 

 

出展社名：駐日欧州連合代表部様 
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出品一覧  

 

 

茨城県つくば市様からは、御

菓子処いとうの銘菓「福来氷（ふ

くれごおり）」をご提供いただ

きました。 

福来氷は寒天と筑波山に自生

する福来（ふくれ）みかんの皮

を使用し、周りを乾燥させるこ

とにより、サクサクとした食感

と福来みかん独特の香りが楽し

める上品なお菓子です。 

 

参加者からは「つくば市とい

えば科学の街といったイメージ

しかありませんでしたが、こん

なに美味しいお菓子があるんで

すね」、「シャリっとした食感

と、みかんの爽やかな香りがい

いですね」、「優しい甘味で癒

やされます。1日の疲れもすっ

かり吹き飛びましたよ（笑）」

と、どこか懐かしくも新しい逸

品を味わっていました。  

 

出展社名：つくば市様 

出品名：福来氷（ふくれごおり） 
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出品一覧  

 

 

宮城県酒造組合様のご協力に

より宮城県の 4つの酒蔵から日

本酒をご提供いただきました。 

ブースでお酒をふるまわれた

特定非営利活動法人 natural 

science 理事の大草芳江様は、 

「私どもの団体が、宮城の日本

酒を交えて科学と社会について

語り合うイベントを開催してい

るというつながりで、今回の交

流会でも宮城酒造組合様を紹介

し、4つの酒蔵さんからのご協

力をいただくことができました

ことはとても嬉しく、日本の方

だけではなく、外国から来られ

た方々にも宮城の日本酒の美味

しさを味わっていただけました。

蔵によってお酒の個性が違いま

すので、その違いも飲み比べて

楽しんでいただけたらと思いま

す」と語られました。 

 

参加者も「（一ノ蔵）辛口で

後味すっきり。ぐいぐい飲める

ので、後が怖いです（笑）」 

「（萩の鶴）きりっとした辛口

ですが、甘みも感じられて美味

しいです」 

「（船尾灯）復興に向けて頑張

る宮城の方々の思いが込められ

たお酒を、大切に味わいたいで

すね」 

 

出品名： 

一ノ蔵 特別純米酒 辛口（(株)一ノ蔵） 

萩の鶴 純米吟醸（萩野酒造㈱） 

船尾灯（(株)角星） 

純米吟醸 浦霞禅（(株)佐浦） 

 

出展社名：(株)一ノ蔵様、萩野酒造㈱様、(株)角星様、(株)佐浦様 
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「（浦霞禅）スッキリとした味

わいで好みです。果物との相性

もいい気がしますね」など、そ

れぞれの個性を堪能していまし

た。とても好評でした。 
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出品一覧  

 

 

公益財団法人 高松観光コン

ベンション・ビューロー様より、

香川県の郷土料理「しょうゆ豆」

と 3種の地酒をご提供いただ

きました。 

「しょうゆ豆」は、醤油や砂

糖で作られたタレに香ばしい

ソラマメを漬け込んだ讃岐の

食卓にかかせない料理。サイエ

ンスアゴラに出展していると

いう香川県出身の男性は「いつ

もの味で美味しかった。しょう

ゆ豆は甘いので、辛口のお酒が

合います。香川の地酒だけでな

く、今日出品されている日本酒

やワインにも合うと思います。

日本全国と世界の方々に、ぜひ

香川の味を知っていただきた

い」と語られました。 

参加者たちは「（しょうゆ豆）

食感がいつも食べている煮豆

とは違いますね。いくらでも食

べられそうです」 

「（川鶴 炙りいりこ酒）いり

こと酒の旨みが、互いを引き立

てていて美味しいです」 

「（金陵 うどんに合う酒）う

どんに合うお酒を作るなんて、

さすが“うどん県”香川です

ね！」 

「（金陵 レアシュガー プレ

ミアム梅酒）口に入れた瞬間も

 

出品名： 

しょうゆ豆 

地酒 

・川鶴 炙りいりこ酒 

・金陵 レアシュガー プレミアム梅酒 

・金陵 うどんに合う酒 

出展社名：公益財団法人 高松観光コンベンション・ビューロー様 
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美味しいんですけど、後から余

韻が続きます」と香川の味を満

喫していました。  
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出品一覧  

 

 

サイエンスアゴラの協賛企

業でもある株式会社

KADOKAWA様より、「疲れ

とり首ウォーマー」「疲れ腰ト

レール」ほかをご出展いただき

ました。 

約 90万部の販売実績を誇る

という「疲れとり首ウォーマー」

はKADOKAWA社内でも愛用

者続出の商品。「疲れ腰トレー

ル」は装着後の腰の浮遊感が抜

群で、デスクワークの強い味方

だそうです。 

購入した参加者たちは「これ

（疲れ腰トレール）は効きそう

ですね。慢性的な腰痛なので、

これから愛用することになり

そうです」、「今日は 1日中

座っていて腰が痛くなったの

で、明日は疲れ腰トレールを装

着して乗り切ります」、「（疲

れとり首ウォーマー）首を温め

ることで疲れが取れるなんて

知りませんでした。早速、今晩

使ってみます」と、話していま

した。  

 

出品名： 

疲れとり首ウォーマー 

疲れ腰トレール 

 

出展社名：KADOKAWA様 
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出品一覧  

 

 

東京都・東村山市の酒蔵、豊

島屋酒造様より、日本酒「屋守 

純米吟醸 無調整生詰」「純米無

濾過原酒 豊島屋十右衛門」をご

提供いただきました。 

今回の出展にご尽力いただい

た利き酒師の方は「東京にも美

味しいお酒があるということと、

日本酒を世界に発信したいとい

う思いを豊島屋酒造様にご理解

いただき、今回ご提供の運びと

なりました。【屋守 （おくのか

み）】」は、華やかな香りをふ

っくら包み込むような優しい味。

ぴりっとするような酸味の効い

た切れ味で、後味もすっきり。

いろいろな変化を楽しめるお酒

です。【豊島屋十右衛門】は重

みも少しあって、まろやかさも

ある、最後まで口中に残る味わ

いがあるお酒。冷・常温で楽し

め、どんな料理にも合うと思い

ます。2つのお酒から“東京の

底力”を存分に感じていただけ

れば嬉しく思います」と語られ

ました。 

参加者も利き酒師の説明を聞

きながらお酒を味わい、「東京

のお酒がこんなに美味しいなん

てびっくりした」、「2020年の

東京オリンピックに向かって、

このお酒を内外にどんどんアピ

 

出品名： 

屋守 純米吟醸 無調整生詰 

純米無濾過原酒 豊島屋十右衛門 

出展社名：豊島屋酒造（株）様 
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ールしていきましょう」と、盛

り上がっていました。 

内外のたくさんの参加者に楽

しんでいただいたようでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に 

交流会場内では出展者様や参加者様などによる自己PRタイムなどをもうけて会場を

大いに盛り上げた。 

協力機関様、参加者様、関係者様にとって交流を広げるとともに心に残る交流会であ

り、次年度のサイエンスアゴラへとつながることであろう。 
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当日の会場風景１ 

 

 

  

  

会場のセッティング風景 

 

利き酒師の方も準備万端 

  

開場前の交流会会場 展望台からは東京の美しい夜景 

 

地上 99ｍの窓外に広がる夜景 

 

レインボーブリッジ方面を望む 
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当日の会場風景２ 

 

  

  

高松のしょうゆ豆と地酒を楽しむ イスラエル料理を求めて長い列 

  

イスラエル大使館様の各種パンフ 大いににぎわう交流会の会場内 

 

宮城のお酒を飲み比べ 

 

お酒と食事を交えて会話も弾む 
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当日の会場風景３ 

 

  

好評だった南アフリカのワイン 日本酒の説明に聞き入る参加者 

  

KADOKAWA様物販ブース お酒と料理、会話が弾む 

 

イスラエルのワインと料理に舌鼓 

 

 

参加者が持ち込んだリングキャッ

チャーで交流の輪が広がる 


