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tel: 03-3543-8201ファーム・エイド銀座実行委員会事務局銀座紙パルプ会館 東京都中央区銀座3-9-11会
場

地域おこし・仕事おこしって何?
2013夏  総合テーマ

森、里、街、そして海をつなぐ サスティナブルネットワークフェスタ

あなたの「おいしい！」が
日本の地域と食を
元気にします！
【主催】 ファーム・エイド銀座実行委員会
  NPO法人銀座ミツバチプロジェクト
【共催】 農業生産法人（株）銀座ミツバチ
 【企画】 農業生産法人（株）銀座ミツバチ、（有）地域システム創造研究所

【協賛】 （株）小田原鈴廣、（株）ぐるなび、日本製紙連合会、
  中越パルプ工業（株）、アーク・フロント（株）、
  銀座なでしこ会、有限責任監査法人トーマツ

【協力】 （株）紙パルプ会館、一般社団法人銀座社交料飲協会、
  （株）ギンザネット、（株）セレスポ、（株）松屋銀座、白鶴酒造（株）、
  湖山医療福祉グループ、銀座料理飲食業組合連合会、
  （有）アグリクリエイト、日本労働者協同組合連合会、ヤマト運輸（株）

【後援】 農林水産省、中央区、中央区教育委員会、中央区観光協会、
  松屋通親交会、一般社団法人農山漁村資源開発協会、
  一般社団法人日本在来種みつばち協会

銀座の屋上

ミツバチ見学会（要予約）
BEEアクション ～地域活性化フォーラム～

いま日本に求められる
地域おこし・仕事おこしとは?

ファームエイドフォーラム

地域再生の新たな道！ 協同労働を学ぶ
ミツバチフォーラム

蜂蜜テイスティングから見える世界
Ginzaメッセ

銀座発！ 人と自然の共生サロン
メッセ特別企画 1

凄いぞ！ 日本の伝統産業
メッセ特別企画 2

写真で見る被災地のいま「岩手県大槌町」
Ginzaプチ・マルシェ

地域の旨し食 & 地域の美味な人を応援します！

～自然にやさしい地域の美味しいフェア～

w w w.fa rmaidginza.com
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●ミツバチ見学会    一般1,000円 ／小・中学生500円  | A10：00～| B10：45～| C11：30～| 
●フォーラム（2階会場） 　　　 　| ファームエイドフォーラム【第1部】無料 | ファームエイドフォーラム 【第2部】無料 | ミツバチフォーラム1,000円 |  

参加ご予約申込書  FA X : 03-3543-8116
申込日：　　　月　　　日

←↓参加希望の項目を○で囲んでください

※いただいた個人情報はファーム・エイド銀座の各種催事の連絡以外には使用いたしません。

ファーム・エイド銀座2013夏

お名前 ご住所  〒  

ご所属 TEL.　　　　　　　　　　　　FAX.　　　　　　　　　　　　e-mail. 

tel .03-3543-8201http://www.farmaidginza.com
【お問合せ】 ファーム・エイド銀座  実行委員会 事務局  〒104-0061 中央区銀座3-9-11紙パルプ会館  メール: farmaidginza@gmail.com

事前予約の方を優先いたします。各回定員にご注意ください。参加費お支払いは各会場受付で各回開始時間の15分前から。

WEBからも申し込めます

予
告10/13

日

秋 総合テーマ： 
生きもの目線による環境保全&商品開発 12/1

日

晩秋 総合テーマ： 
再生可能エネルギーのいま

1F レストラン
『パピエ』
★イートイン
できます

◆JR有楽町駅［銀座口］から徒歩７分 
◆東京メトロ銀座駅［A12出口］から
　徒歩2分
◆東京メトロ銀座一丁目駅［9出口］
から徒歩５分
◆東京メトロ東銀座駅［A8出口］から
徒歩1分,［A2出口］から徒歩２分

会場案内

銀座フェニックスプラザ

紙パルプ会館 
屋外・1階・2階

東京都中央区銀座3-9-11
（松屋銀座裏手、王子製紙本社斜向い）

tel:03-3543-8111（代表）
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BEEアクション ～地域活性化フォーラム～ 
 参加費：無料  ………（120分）10:00～12:00
テーマ：「いま日本に求められる

地域おこし・仕事おこしとは?」
被災地や過疎地から都市部まで全国各地で、地域活性化に向けた様々な取り
組みが成されていますが、今回は、物語づくり、体制づくり、仕組みづくりの３つの
視点から、地域おこし×仕事おこしが少なからず機能していると思しき地域や団体
の方々が銀座に大集合！ご期待下さい♪
話題提供者（予定）： 富田孝好氏（ワーカーズコープ連合会 常任理事）
  小野一彦氏（秋田県元気ムラ支援室 室長）
  藤原祐介氏（島根県美郷町 地域おこし協力隊）
  牧野基明氏（有限会社まきの 5ツ星お米マイスター）　他

ファームエイドフォーラム（2部制）
 参加費：無料   ………（150分）13:00～15:30
テーマ：「地域再生の新たな道！協同労働を学ぶ」
出資×経営×労働が三位一体となり、仲間全員で1人3役を担い、みんなで役割・
責任・報酬を分担する協同労働が、いま注目を集めています。地域密着で自身
の働く価値を見つめ、問い直そうという考え方や行動は、日本の古くて新しいカタ
チとも映ります。NHKのクローズアップ現代でも採り上げられた働き方、必見です！

【第1部】「仕事をおこす！ 市民が変える地域、社会」
話題提供者：永戸祐三氏（ワーカーズコープ連合会 理事長）  …（約50分）13:00～13:50
【第2部】事例紹介&フリートーク …（約90分）14:00～15:30
1,障害のある子供たちの居場所づくり／2,若者支援からの仕事おこし～菜の花、
BDF、養蜂、ホタルへ～／3,次代へ継ぐ森づくり　NEXT GREEN

ミツバチフォーラム 参加費：1,000円 …（60分）16:00～17:00
テーマ：「蜂蜜テイスティングから見える世界」
蜂蜜をソムリエのように味わってみませんか？数種類の蜂蜜を使って色や味わい
など特徴を言葉で表現する協会オリジナルのテイスティングを体験できます。ま
た、はちみつマイスターならではの専門性をはじめ、はちみつマイスターとして地域
おこし・仕事おこしに向けて果たせる役割や可能性なども併せてご披露します。
講師：池田裕子氏（一般社団法人日本はちみつマイスター協会　本部講師）

————— 10:00～17:301階屋外
Ginzaプチ・マルシェ
～自然にやさしい地域の美味しいフェア～
●屋外テント & パラソル 参加予定地域（2013年6月30日現在）
岩手県大槌町／岩手県陸前高田市／岩手県北上市／宮城県登米市
宮城県石巻市／福島県福島市／福島県喜多方市／福島県二本松市
栃木県茂木町／茨城県稲敷市／千葉県神崎町／千葉県船橋市
千葉県佐倉市／新潟県小千谷市／大分県竹田市　等

●1階レストラン『パピエ』内
大槌新名物 特製海産塩焼きそば（岩手県大槌町）
千葉産玄米おむすび&ヤマトイモ汁（千葉県佐倉市）
千葉産こだわりカレーライス（千葉県船橋市）

6年目を迎えた今年、第2回目のファーム・エイド銀座も、
東日本大震災からの復興に向けた支援、
自然にやさしい「生きもの目線」を掲げ、
“いのちつながる”物語づくりをカタチにします♪
あなたの「おいしい！」が日本の地域と食を元気にします。

　　     銀座の屋上 ミツバチ見学会 要予約［定員60名］

参加費1,000円  子供は半額（大人料金の方にはハチミツ小瓶 おみやげ付）

A10:00～ B10:45～ C11:30～［各回20名/3セット］

屋上

★休憩空間&プレゼン空間（ミニセミナー会場）あります

www.farmaidginza.com

————————— 10:00～18:002階

———————— 10:00～18:002階
Ginzaメッセ
「銀座発！人と自然の共生サロン」
参加予定団体（2013年6月30日現在）
中越パルプ工業×里山保全ネットワーク、ヤマト運輸×スワンベーカリー、
大分県東京事務所、銀座なでしこ会、もてぎ美土里館×栃木県茂木町、
川内美登子・植物代替療法研究所、みさとカレッジ×島根県美郷町、
秋田県元気ムラ支援室、銀座ピーアーク、日本製紙連合会、
銀座ミツバチプロジェクト　等の活動紹介

メッセ特別企画
1「凄いぞ！日本の伝統産業（仙台の伊達なもの）」
杜の都仙台から東北を代表する伝統産業の１つ、仙台箪笥や米櫃、堤焼等が初
来銀。展示・販売を行います。（協力：公益財団法人仙台市産業振興事業団）

2「写真で見る被災地のいま（岩手県大槌町）」
今回は三陸沿岸で被害の極めて大きかった大槌町に焦点を当て、現地の住民
や現地にボランティアで入られた方々などが撮りためられた写真の中から一部を
展示・紹介します。


