ご参加ください！

いしか わ 地 域 づくり円 陣 2 0 1 3 【 参 加 申 込 書 】

Facebook「いしかわ地域づくり円陣」

http://www.facebook.com/chiiki.enjine

下記の項目にご記入いただき、郵送またはファックス・メールでお申し込みください。
（ 参加申込書は石川地域づくり協会ホーム
ページからダウンロードできます。）
別紙にご記入いただいても構いません。
＊ご記入いただいた個人情報はいしかわ地域づくり円陣の参加者集計やご連絡のために使用します。
また、
石川地域づくり協会が関わる行事のお知らせに使わせていただくこともあります。

お名前（ふりがな）

所属団体(または職業)

住所(申込責任者連絡先)

FAX

Eメール

TEL

いしかわ

グループでのお申込みの場合は、下記に参加者全員のお申込み内容をご記入ください。
お名前（ふりがな）

性別

年代

男・女

男・女

男・女

歳代

歳代

歳代

ご希望の分科会
第

第

第

昼

食

不要の方は×を

全体会

交流会

一時保育の希望

参加の方は○をご記入ください

分科会

希望の時間（
お子さまのお名前

:

分科会

希望の時間（
お子さまのお名前

:

:

分科会

希望の時間（
お子さまのお名前

■お申込み締切り

平成25年9月10日
（火）

■お申込み・お問合せ先

石川地域づくり協会事務局
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 石川県企画振興部地域振興課内
TEL（ 076）225-1312 FAX（076）225-1328 chiiki1@pref.ishikawa.lg.jp

:

歳

（

）

ヶ月）

〜

:

歳

新村病院
●

）

ヶ月）

TEL.076-273-1212

［第2分科会］山里の救世主「薪ビジネス」
❷つるぎショッピングスクエアレッツ2F「レッツホールつるぎ」

月橋

鶴来駅

●白山
比咩神社

【 開 催 のご 案 内 】

白山市役所
河内支所●
157

●金剱宮

鶴来本町

水戸町北

鶴来街道

■全体会・交流会・一時保育

in 白山市

スカイ
獅子吼
●

白山町南

❶鶴来公民館

イパス
鶴来バ

白山市鶴来新町タ1 TEL.076-272-0001

※会場の駐車場はご利用できません。指定駐車場（❺白山市役所鶴来
支所／白山市鶴来本町4丁目ヌ85）
をご利用ください。

鶴来市街

❺白山市役所
P 鶴来支所

天狗橋詰

手 取 川

［第4分科会］楽しい「地デザイン」のすすめ
❹横町うらら館

●レッツ

●鶴来中学校

※会場の駐車場はご利用できません。指定駐車場（❺白山市役所鶴来
支所／白山市鶴来本町4丁目ヌ85）
をご利用ください。

TEL.076-255-5959

月橋

●薪製造現場

TEL.076-273-5598

［第3分科会］当たり前を 地域の宝 に変える手法とは
❸吉野工芸の里 アート＆クラフト交流館

2013

↑金沢

手取川

川線
北鉄石

［第1分科会］何気ない風景に隠された大地と人々の物語
❶白山市鶴来公民館２F研修室

↑金沢
白山警察署
鶴来庁舎●

駅
鶴来

■分科会

白山市吉野春45

ヶ月）

〜
（

ス
パ
イ
バ
来
鶴

鶴来市街

白山市鶴来下東町カ26

歳

）

http://www.pref.ishikawa.jp/shinkou/dukurikyou/

《 会場のご案内 》

白山市鶴来本町3丁目ル18

（

:

ゴ
ンド
ラ

《石川地域づくり協会ホームページ》

〜

もてなしはディナーの前に

レッツホール
❷つるぎ
（レッツ2F）
●鶴来信用金庫
本店

❹横町うらら館

地域づくりの「台所」を見せる、見る

白山商工会
（バードハミング鳥越） 吉野工芸の里
●
アート＆クラフト

❸交流館

←
小松

水戸町

157

下吉野

↓白峰

石川県●
ふれあい
昆虫館

主
応
後

❷つるぎショッピングスクエアレッツ2F「レッツホールつるぎ」
白山市鶴来下東町カ26

TEL.076-273-5598

〈協力店〉
❻民宿 獅子吼荘

白山市八幡町リ149

道の駅
しらやまさん
●

TEL.076-272-1741

自家米コシヒカリで「どぶろく」を製造。料金/1泊5,500円
（朝食込）
〜。

【お願い】

スカイ
獅子吼●

道
鶴来街

※会場の駐車場はご利用できません。指定駐車場（❺白山市役所鶴来
支所／白山市鶴来本町4丁目ヌ85）
をご利用ください。

八幡町

❻
獅子吼荘

パーク
獅子吼
●

山頂駅

催／石川地域づくり協会
援／石川県内の地域づくり団体のみなさん
援／石川県、白山市

開催日●平成25年9月21日
（土）
会

ゴンドラ
山麓駅

白山比咩神社
●
↓吉野谷

場●〈分科会〉つるぎショッピングスクエアレッツ、白山市鶴来公民館、
吉野工芸の里アート＆クラフト交流館、横町うらら館
〈全体会・交流会〉つるぎショッピングスクエアレッツ

私たちは
「いしかわ地域づくり円陣」
を応援しています

石川酒造組合
鶴来信用金庫
白山商工会
（株）北陸リビング社
（５０音順）

参加費●〈分科会・全体会〉円陣参加費１，
０００円＋各分科会の実費（昼食代・施設入場料など）
〈交流会〉
１，
０００円＋１，
０００円相当の特産物を持参

●分科会および全体会の受付は開始時間の 30 分前から各会場で行います。
●昼食は各分科会で用意します。
●各分科会会場で、円陣参加費 1,000 円＋各分科会の実費（昼食代など）をお支払いください。
●全体会だけに参加される場合も、円陣参加費 1,000 円を受付でお支払いください。
このパンフレットは再生紙を使用しています。

「地域づくり円陣」
とは、地域づくりの原動力として
の"エンジン"と、戦略・戦術を練り、意思統一しながら
士気を高め合う"円陣"を掛け合わせたものである。

＊当日集金します。 ＊昼食は各分科会で用意します。
2013.7

「いしかわ地域づくり円陣２０１３」のコンセプト
地域づくりを始めた者は成功事例から学ぼうとするが、やがて、失
敗談を聞きたくなる。きれいに説明される成功事例よりも、肉声で語
られる失敗談の方に、親しみが持て、身になると感じるからであろう。
しかしながら、失敗事例を進んで公表する者はいない。失敗談は
相手の懐に飛び込んではじめて聞き出すことができる。face to face
（フェイス・ツー・フェイス＝差し向かい）は地域づくりに携わる者の基
本である。この相対のやり取りを「地域づくり円陣」は大切にしたい。
別のいい方をしてみよう。料理が上手になりたいなら、食卓で料
理を待つよりも、まずは台所に行け。台所にはいろんなモノが詰まっ
ている。だから、ほとんどの人は台所を見せたがらない。一方で「シェ
フズテーブル」というサービスがある。レストランの厨房に置かれた

テーブルで、シェフがつくりたての料理を供する、最高級のおもてな
しである。
いしかわの地域づくりは、地域づくりの仲間へのもてなしを「シェフ
ズテーブル」にしたらどうだろう。地域づくりの「台所」を見せるのであ
る。見せるためには、台所を整理整頓しなければならないし、料理の
腕も磨かなければならない。これは地域づくり活動の励みになり、見
せる側にも見る側にも刺激になるのではないか。
「地域づくり円陣 2013」は、再来年に石川県で開催される全国
大会（地域づくり団体全国研修交流会）のキックオフと位置付けて
いる。地域づくりの「いしかわモデル」に磨きをかけ、全国の地域づく
り活動との交流を深めよう。

第

〈当日開 催 〉

白山しらみね薪の会

「薪と薪ストーブ展示会」

1 分科会

第

何気ない風景に隠された大地と人々の物語
〔協力団体〕白山手取川ジオパーク推進協議会、
白山市地域づくり塾
時間●9:30〜14:30
会場●白山市鶴来公民館 2F 研修室（白山市鶴来本町 3 丁目ル18）
→バスとゴンドラで移動→ 獅子吼高原、スカイ獅子吼
会費●2,500 円（昼食代、ゴンドラ乗車代、円陣参加費 1,000 円を含む）
定員●40 名

白山市では「ジオパーク」を進めている。ジオパークは、
「大地の物語
（ジオ）」と「自然（エコ）」、
「生活、歴史、文化、産業（ヒト）」との関
わりを学び、楽しもうとする仕組み。地域づくりのツールとして活用して
いる地域も多い。
「そうだったのかジオパーク」
「ジオパークという視点で
見る白山市」
「ジオパークと地域づくり」などを堪能していただくことを目
的にゲストトークを進める。

青木 賢人（あおき たつと）

金沢大学地域創造学類環境共生コース准教授、理学博士
東京都生まれ。東京学芸大学教育学部、東京大学大学院修了、
地理学、第四紀学を専攻。2002 年に金沢大学に着任。白山手
取川ジオパーク推進協議会幹事、同学術会議委員。白山手取川
ジオパークの構想段階から関わってきており、ジオパークを通じて、
自然に対する驚きと敬意を伝えていきたいと思っている。
ゲスト

室戸ジオパーク推進協議会地理専門員、文学博士
栃木県生まれ。琉球大学法文学部、筑波大学大学院教育研究
科、北海道大学文学研究科にて地理学、環境社会学、地理教育
を専攻。2011 年 5月より現職。
「人の語り」を重視したフィールド
ワークを展開しながら、地域における「幸せ」とは何かを住民ととも
に模索してきた。

亙（たにもと わたる）

石川地域づくり協会コーディネーター、まち&むら研究所 代表
日本大学農獣医学部、金沢大学大学院文学研究科終了後、シン
クタンク役員を経て現職。地域産業および地域食品研究、地域再
生マネージャー。

時間●10:00〜14:00
会場●つるぎショッピングスクエアレッツ2F「レッツホールつるぎ」
（白山市鶴
来下東町カ 26）
→バスで移動→ 薪スタンド、薪製造現場（白山市白山
町 75 米林製材）他を視察
＊会場の駐車場はご利用できません。指定駐車場（白山市役所鶴来支所）をご利用ください。

会費●2,000 円（昼食代、円陣参加費 1,000 円を含む） 定員●50 名

2013 年 3月、白山麓白峰の間伐材残を利活用し、薪づくりや販売を
とおして、都市と地域をつなぐプロジェクトが発足した。間伐が「水」を
守り、
「薪」が人をよぶ、そして、新たな生業をつくる。現場とNPO、企
業、大学の視点から、海外の事例や最先端技術・研究を参考に、白
峰の薪ビジネスの可能性を探ろう。
ゲスト

森 大顕（もり ひろあき）

北野 滋（きたの しげる）

会費●円陣参加費として1,000 円

会費● 当日は会費 1,000 円＋1,000 円相当の

（分科会に参加された方は不要です）

〈プログラム①〉石川地域づくり表彰
表彰状授与式、受賞者の活動報告
〈プログラム②〉分科会の報告
〈プログラム③〉 ひな壇トーク

進行役／濱

博一（はま ひろかず）
石川地域づくり協会コーディネーター

第

白山麓は食の宝庫であり、地域独特の伝承料理も多い。だが素材が
多い故に、また身近にありすぎるために、それらを磨き上げる力や発信
する力が散漫になり、山麓の魅力を伝えきれずにいる。地域の当たり
前の暮らしの中から、これぞという 宝 を見つけ出し磨き上げ、みんな
に言いふらす。そのための手法と情報発信のあり方を考えたい。

株式会社 玄 代表、地域振興アドバイザー（国交省）、
VISIT JAPAN 大使
内閣府地域活性化伝道師、他。各地で「食」を切り口にしたブラ
ンド塾や、東京下町を中心にした「食」と街歩き活動などを展開中。

コーディネーター 仁志出

憲聖（にしで けんせい）

石川地域づくり協会コーディネーター、
KAKUMA NO HIROBA 代表
学生と地域を繋ぐ情報発信、企画、学生活動支援を専門とする。
学生×里山フリーマガジン「atetote」の発行や里山インターンシッ
プを行う。

満天星
石川県白山市河内町江津

安本 知子（やすもと ともこ）

石川地域づくり協会運営委員、ほっと石川観光マイスター、
白山商工会 白山麓賑わい創出事業実行委員会 委員長
真宗大谷派松陽山小松本光寺僧侶、
「ペンション中宮」のオー
ナーを務めつつ「白山麓賑わい創出事業」の実行委員長、広報担
当として「白山百膳」
「白山もんぶらん」などの環白山エリア広域連
携事業に携わる。

市原 あかね（いちはら あかね）

金沢大学人間社会学域 教授
研究分野はエコロジー経済学。地域内資源管理と温暖化政策の関
わりなどをテーマとする事例研究を行う。白山しらみね薪の会会長。

政所 利子（まんどころ としこ）

ゲスト

広崎 恵理（ひろさき えり）

木滑なめこ生産組合
木滑なめこ生産組合でパートとして働く傍ら、白山ろく産のナメコと
ソバの実を使った惣菜「ぼくのなめこちゃん」の製造をとおし、新た
な白山ろく特産品の創造にチャレンジしている。
コーディネーター 大地

18:45〜

第

夜なべ談義

4 分科会

楽しい「地デザイン」のすすめ
特産品の「地元らしさ」をデザインで伝える

〔協力団体〕広域ガイド団体 ウェルカム白山

ゲスト

■夜なべ談義（参加者が自主開催）

利き酒コーナー」

白山麓を 美味い！ で発信する 五感体験 の宝さがし

ゲスト

参加受付
17:30〜
17:45〜18:45 交流会

●地域自慢の味と技「特産物コーナー」

時間●10:00〜14:00
会場●吉野工芸の里 アート＆クラフト交流館（白山市吉野春 45）
近辺の研修散策（ガイド付き）を実施（1時間程度）
会費●3,000円（白山百膳か百膳弁当、白山きりまんじゃろ、円陣参加費1,000円を含む）
定員●30 名

※受付は開始時間の３０分前から各会場で行います。

■交流会 会場：レッツホールつるぎ

●うまいもんがずらり「立食コーナー」

3 分科会

9:30〜14:30
10:00〜14:00
10:00〜14:00
10:00〜14:00

参加受付
14:30〜
15:00〜17:30 全体会

地域づくりに携わる人、地域づくりに興味がある
人が大集合。団体紹介・イベント案内・特産物
のＰＲができます。

●
「白山菊酒

第１分科会
第２分科会
第３分科会
第４分科会

■全体会 会場：レッツホールつるぎ

特産物を持参してください。
特産物は食べ物以外でも歓迎です。

当たり前を 地域の宝 に変える手法とは

明和工業株式会社 代表取締役
地球温暖化の防止、循環型社会の構築に貢献すべく、バイオマス
炭化装置など環境対策装置・プラントの研究・開発・製造を行う。
ゲスト

時間●17:45〜18:45
会場●つるぎショッピングスクエアレッツ 2F
「レッツホールつるぎ」
（白山市鶴来下東町カ26）
＊会場の駐車場はご利用できません。
指定駐車場（白山市役所鶴来支所）をご利用ください。

NPO 法人地域再生機構 理事
木質バイオマスのエネルギー利用の調査・研究を担当。木の駅プ
ロジェクトなど、地域での仕組みづくりの実践者でもある。
ゲスト

■分科会 会場：白山市内の各会場

＊会場の駐車場はご利用できません。
指定駐車場（白山市役所鶴来支所）をご利用ください。

〔協力団体〕白山しらみね薪の会、
白山自然エネルギー利用研究会

温泉付分譲地
ログヴィレッジ

〒920-2121 白山市鶴来本町一丁目ワ107番地の2
TEL:076-272-1212
（代）FAX:076-272-0057
URL:http://www.shinkin.co.jp/tsurugi/

2 分科会

人をよび、仕事を生む。薪の専門家が集結！

柚洞 一央（ゆほら かずひろ）

コーディネーター 谷本

時間●15:00〜17:30
会場●つるぎショッピングスクエアレッツ 2F
「レッツホールつるぎ」
（白山市鶴来下東町カ26）

会場 /レッツ1F

山里の救世主「薪ビジネス」

大地・自然との 心地よい関係 から地域を見つめなおす

ゲスト

交流会

出演者／ 分科会のゲストやコーディネーターのみなさん

＊受付は開始時間の 30 分前から各分科会会場で行います。
＊昼食は各分科会で用意します。

《当日スケジュール》

「地域づくり円陣」の
名物タイム！

地域づくりの「台所」
を見せる、
見る

地域が輝く
4つのテーマ

分科会

全体会

いっしょに大きな
円陣を組もう

〔協力団体〕竹の浦夢創塾、石川地域づくり協会
時間●10:00〜14:00
会場●横町うらら館（白山市鶴来新町タ1）
＊会場の駐車場はご利用できません。指定駐車場（白山市役所鶴来支所）をご利用ください。

会費●3,500 円（中山旅館の山里のおむすび弁当、茶菓、資料、円陣参加費
1,000 円を含む）

定員●30 名

地デザイン（地元でデザインする）を提唱されている迫田司さんをゲスト
に、地域特産品開発とデザインについて考える。コーディネーターの赤
須は特産品開発を「地域課題を解決するもの」と位置付けている。デ
ザイン（プロダクト、パッケージ、グラフィックなど）と地域づくりの良い
関係を、参加者とともに考える。
風の人

（ゲスト）

土地のもの

（ゲスト）

水の人

迫田 司（さこだ

つかさ）

サコダデザイン株式会社 代表取締役、デザイナー
高知県四万十市在住のデザイナー。カヌーをするために訪れた四万
十川に、そのまま居ついて20 年。高知の特産品開発の強い味方。

地元の特産品

参加者の皆様が持ち込まれた地元の特産品
分科会後半は、参加者から持ち込まれた特産品について、ゲストを
交えて意見交換。

赤須 治郎（あかす じろう）

（コーディネーター）

石川地域づくり協会コーディネーター、コピーライター
特産品開発のお手伝いが増えている。加賀の紅茶、加賀の紅茶
のお酒、野々市キウイフルーツビネガー、白山堅豆腐カレーなど。

＊地元の特産品で「いいな」
と思うものをお持ちください。参加者全員で評価します。
特産品の購入費は各自でご負担いただきます。持ち込みは必須ではありません。
＊ティーカップをお持ちください。お茶の時間に「加賀の紅茶」を淹れます。

美子（おおち よしこ）

石川地域づくり協会コーディネーター、ウェルカム白山プランナー、
i-Planning（アイプランニング）代表

日本酒の聖地・白山

白山菊酒

TEL.0761-51-2200

白山菊酒呼称統制機構

ハウジングショールーム〈辰口丘陵公園前〉
石川県能美市辰口町573-1

http://www.greenforesthomes.jp

1杯飲むごとに、白山とキリマンジャロの環境保全
活動にそれぞれ5円（ご縁）ずつが活用されます。

白山商工会 TEL（076）254-2828

石川酒造組合 白山市東新町12
TEL
（076）
276-4888

