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会 場

金沢市民芸術村
金沢 市民芸術村 パフォーミングスクエア TEL:076TEL:076-265265-8300

内 容

司会

濵田 京子 （ 日本コーヒー
日本 コーヒー文化学会金沢支部事務局長
コーヒー文化学会金沢支部事務局長 ）

① 開会の
開会 の挨拶

かなざわ・まち博開催委員会
かなざわ・まち博開催委員会

② 講演 「～元気
「～ 元気で
元気で過ごそう～
ごそう ～ 新 しいコーヒー」
しいコーヒー」
講師 工学博士 廣瀬 幸雄 ( 金沢大学名誉教授 )
･･･ コーヒーブレイク ･･･
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講師 工学博士 後藤 裕 ( 東京大学特任教授 )
④ 対談 「～元気
「～ 元気で
元気で過ごそう～
ごそう～ 新 しい金沢菓子
しい金沢菓子」
金沢菓子」
司会 廣瀬 幸雄 ( 金沢大学名誉教授 )
対談 浅野 隆 ( 株式会社末広堂代表取締役社長 )
福島 宏 ( 福島製菓株式会社代表 )
林 清之 ( 株式会社ビタル
株式会社ビタル企画商品事業部兼六店店長
ビタル企画商品事業部兼六店店長 )
④ 閉会の
閉会 の挨拶 廣瀬 幸雄 ( 日本コーヒー
日本 コーヒー文化学会副会長
コーヒー文化学会副会長)
文化学会副会長)
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明記し、お申込くだ
申込ください
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FAX:076FAX:076-229229-0911

E - mail:ign@eos.ocn.ne.jp

金沢大学 ／ かなざわ・まち博
かなざわ・まち博2013
社団法人 全日本コーヒー
全日本コーヒー協会
コーヒー協会 ／ 北國新聞社

出演者プロフイール
廣瀬 幸雄( ひろせ ゆきお)
1940年11月30日金沢生まれ
1965年に金沢大学大学院を修了後、金沢工業大学助教授、金沢大学助教
授を経て、1985年金沢大学教授(理学部・大学院自然科学研究科)
2008年同大学定年後同大学院特任教授、名誉教授となる。
日本コーヒー文化学会副会長。工学博士。

後藤 裕 (ごとう ひろし)
1957年3月28日東京生まれ
1982年に東京工業大学大学院修了後、文部省に入省し、企画官、主任学
術調査官などを経て、2012年より東京大学先端科学技術研究センター特任
教授となる。その間に、金沢大学共同研究センター助教授、宇宙航空研究
開発機構(JAXA)計画管理課長、金沢大学講師。工学博士。

浅野 隆 (あさの たかし)
1939年10月12日金沢生まれ
株式会社末広堂代表取締役。慶応三年創業末広堂六代目。伝統ある技と
味を代々引き継ぎ、守り続ける。昔ながらの製法で作る和菓子に金沢の文
化、趣き、情緒織り込む。
銘菓「うす皮まんじゅう」第二十三回全国菓子大博覧会 内閣総理大臣賞受
賞。

福島 宏 (ふくしま ひろし)
1965年2月22日金沢生まれ
福島製菓株式会社代表。1987年煎餅製造業福島製菓入社。
他店にはないオリジナリティの高い「柴舟」を作る。
「柴舟」第十五回全国菓子博覧会 有功賞受賞。第十六回全国菓子博覧
会 技術優秀賞受賞。

林 清之 (はやし きよゆき)
1972年11月18日金沢生まれ
株式会社ビタル企画 菓子事業部兼六店店長。茶寿菓子企画製造に携わ
る。商品化第一号「茶寿干し柿ようかん」、平成二十五年度版石川県観光
連盟観光土産推奨品として認められる。

