8/27-28 SAT/SUN
http://visions.begoodcafe.com/ Follow me on Twitter!
フォーラムチケット、好評発売中！

＠東京ウィメンズプラザ 他

@BeGoodCafe#visions_2011

詳細はＷebサイトから

浦部真弓 60歳

http://visions.begoodcafe.com/ticket

URABE Mayumi

（有）
古代米浦部農園取締役
32歳でベーチェット病を発病。食
事療法に必要な有機野菜を自給自
足するため農業を開始。04年より専

有機農業で、

本気の

年収

9000万円！

田んアぼ
ートフェス！
のなかで、

世界最先端

北川フラム

場で米、
麦、
大豆を完全有機で生産。
8/27（土）に登壇します！
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本村拓人 27歳
MOTOMURA Takuto

（株）
Granma代表
徒歩でアフリカ大陸を横断後、09年4月に
（株）
Granmaを設立。翌年「世界を変える
デザイン展」実行委員長に就任。同年、年
間所得3千ドル未満の生活者の生活環
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文化芸術交流賞など多

／ ︵土︶に登壇しま
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数の受賞実績を持つ︒

す！
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業となり、翌年より研修生の受け入れ
を開始。
２８ヘクタールもの広大な圃

境改善に役立つ製品を、流通から開発ま
で提供する事業「Cause Design」
を開始
する。

8/28（日）に登壇します！

8/27-28

SAT
SUN

熊野英介

北川フラム 大和田順子 糸長浩司

浦部真弓 曽根原久司

＠東京ウィメンズプラザ 他

［東京メ
トロ表参道駅下車B2出口徒歩7分］

紫牟田伸子

山本聖

8/27

ホール

H

友廣裕一

中村健太

パネル
ディスカッション

レクチャー

交流会

ワーク
ショップ

その他

http://visions.begoodcafe.com/program

SAT 開場9：30, 終了20：00 ●ファシリテータ：シキタ純、丹羽順子 他

10:00

本村拓人

山崎亮

基調講演

※下記プログラムは2011/7/20時点の情報となります。最新情報はWebサイトをご覧ください。

視聴覚室

A

第1会議室

B

第2会議室

C

10:00→10:50・50min【H1-1】基調講演

『持続可能な文明の再構築』

（株）
代表取締役会長兼社長）
熊野英介（アミタホールディングス

11:00

11:10→12:00・50min【H1-2】パネルディスカッション

『市長からの「わがマチへいらっしゃい！」』

12:00
13:00

山崎善也（綾部市長）、牧野光朗（飯田市長）、加藤憲一（小田原市長）

13:00→13:50・50min【A1-1】レクチャー

13:00→13:50・50min【H1-3】レクチャー

『松下政経塾生の実践から考える
政治と行政とのサステナブルな付き合い方』

田中淳夫（NPO法人銀座ミツバチプロジェクト副理事長）

北川フラム（（株）アートフロントギャラリー代表取締役）

14:00

13:00→14:20・80min【C1-1】パネルディスカッション

『ミツバチがつなぐ農的コミュニティ』

『芸術で息づく地域活性化』

14:10→15:00・50min【H1-4】レクチャー

『日本各地で始まっている幸せな地域
コミュニティづくり』大和田順子、高橋優子、山本拓己

コーディネーター：金子一也（松下政経塾政経研究所 所長）
パネラー：桑畠健也、石井真人、杉島理一郎

14:00→14:50・50min【A1-2】レクチャー

『あなたにも出来る！地域ブランディング』
山本聖（㈱ランナーズ・ウェルネス地域開発部長）

15:00
15:20→17:20・120min【H1-5】レクチャー

16:00

15:05→16:25・80min【A1-3】ワークショップ
『アートで地域復興！実践講座』

『災害エコビレッジと脱経済成長社会への道』

15:20→16:10・50min【C1-2】レクチャー

『放牧エコ豚でオーガニックな地域作り』

ICK
UP!

北川フラム（（株）アートフロントギャラリー代表取締役） P

糸長浩司（日本大学生物資源科学部教授）、
結城登美雄（民俗研究家）、
佐々木豊志（RQ市民災害救援センター現地本部長）

鹿田均（しらかば農園（株）代表取締役）

16:20→17:10・50min【C1-3】レクチャー

『地域が「志金」で豊かになった！実例紹介』
吉澤保幸（場所文化フォーラム代表幹事）

レクチャー
16:40 →17:40・60min【A1-4】

17:00

『本気の有機農業で、年収9000万円！』
浦部真弓（（有）古代米浦部農園取締役）

18:00

PICK
『コミュニティ活性化ビジネスプラングランプリ』 UP!

Happy Business Grandprix

『農的ワールドシフトを始めよう！』

（一般社団法人ワールドシフト・ネットワーク・ジャパン
司会：谷崎テトラ
（都市生活者の農力向上委員会事務局）他
代表理事）
、
西村ユタカ
アースダイアログ ファシリテータ：
大江亞紀香（トランジション・ファシリテータ）

18:00→20:00・120min【A1-5】パネルディスカッション

『災害エコビレッジと
脱経済成長の復興再生社会への道』

審査員：河口真理子

19:00

17:30→19:30・120min【B1-1】パネルディスカッション

17:40→19:40・120min【H1-6】その他

（
（株）
大和総研 環境・CSR調査部長）
、
田中優（未来バンク事業組合理事長）、
曽根原久司（内閣府地域活性化伝道師）、
鴨崎貴泰（（公財）信頼資本財団事務局長）

コーディネーター：糸長浩司（日本大学生物資源科学部教授）
パネラー：結城登美雄（民俗研究家）
、
、
松下修（NPO法人パーマカルチャーネットワーク九州代表理事）
、
林悦子（JEPP）、
佐藤健太（負げねど飯舘）
林良樹（NPO法人うず理事長）

20:00

8/28

SUN 開場9：00, 終了16：00 ●ファシリテータ：シキタ純、丹羽順子 他

9:30
10:00

9:30→10:30・60min【H2-1】レクチャー

『コミュニティデザイン〜状況は
まだまだ好転させられる』山崎亮（（株）studio-L代表）

11:00

15:00

『自分の働く場所を考える ワークショップ』

本村拓人（（株）Granma代表）

中村健太（東京仕事百貨代表）

ポスト３１１のエコビレッジ社会
『みんなで描こう、
持続可能で幸福なコミュニティ』
ファシリテータ：佐野淳也

（エコビレッジ・ジャパン・ネットワーク運営委員）

曽根原久司（NPO法人えがおつなげて代表理事）

13:00→14:20・80min【H2-3】レクチャー

『”シビックプライド”とコミュニティデザイン』

14:00

10:40→12:00・80min【B2-1】ワークショップ

『ソーシャルビジネスを始めよう！ワークショップ』

11:00→12:00・60min【H2-2】レクチャー

『田舎の資源は宝の山！』

12:00
13:00

10:00→12:00・120min【C2-1】ワークショップ

10:40→12:00・80min【A2-1】ワークショップ

紫牟田伸子（デザインプロデューサー）

12:50→14:50・120min【B2-2】ワークショップ

13:00→14:40・100min【A2-2】ワークショップ

『あなたにも出来る農村ビジネスプラン作り』

『my Japan 10年後の日本の未来を表現しよう！』

曽根原久司（NPO法人えがおつなげて代表理事）

岡本俊太郎（adoir（アドワール）代表）

13:00→14:40・100min【C2-2】レクチャー

ポスト３１１のエコビレッジ社会
『日本全国のエコビレッジ実践から学ぶ！』
事例紹介：木の花ファミリー、
ミレニアムシティ、
イルカビレッジ、Ecovillage Design Education、
日本エコビレッジ推進プロジェクト

14:40→16:00・80min【H2-4】パネルディスカッション

『若き豪傑が考える「これからの働き方」』
兼松佳宏（コンテンツディレクター、greenz.jp編集長）、
本村拓人（（株）Granma代表）、
友廣裕一（リソースコーディネーター）

15:00→16:00・60min【B2-3】交流会

『ワールドシフター大交流会！』
ファシリテータ：谷崎テトラ 他

16:00

16:30

フェアウェルパーティ ＠un café『豪傑と参加者がつながる大交流会！』※別料金 ¥2,000（ドリンク＋フード）当日会場でお申し込みください。

コミュニティ活性化ビジネスプラングランプリ ◎グランプリ賞金10万円
コミュニティ活性化につながる創造的事業プランを募集中！
【H1-6】8/27（土）
17:40 →19:40 ＠ホール 応募締切＝8/10（水）

河口真理子
（大和総研 環境・CSR調査部長）
、
田中優
（未来バンク理事長）、
曽根原久司
（内閣府地域活性化伝道師）
、鴨崎貴泰
（信頼資本財団事務局長）

詳細はＷebサイトから http://visions.begoodcafe.com/hbg

懇談会 ＋ディナー

＠東京ウィメンズプラザ 第１会議室
ディナー 18:15→20:00
＠un café

詳細はＷebサイトから

奄美大島 ふるさと化大作戦！

北川フラム

PICK
UP!

事前予約受付中！
奄美大島をアートでブランディングするスペシャルワークショップ
【A1-3】8/27
（土）
15:05→16:25 ＠視聴覚室 募集人数＝先着50名
詳細はＷebサイトから http://visions.begoodcafe.com/kitagawa_ws

TICKET INFO.

green drinks Japan
全国交流会

映画上映会 ＋トークショー

18:30→20:35 ゲスト：鎌仲ひとみ
（映像作家）
＠東京ウィメンズプラザ 視聴覚室

50名限定！北川フラムさんの
『アートで地域復興！実践講座』

＠東京ウィメンズプラザ 他

『幸せの経済学』

懇談会 16:00→18:10
ゲスト：藤木徳彦

（「オーベルジュ・エスポワール」
オーナーシェフ）他

PICK
UP!

河口真理子 田中優 曽根原久司 鴨崎貴泰

VISIONS前夜祭│8/26 FRI
鹿肉活用と
ジビエ料理

15:00→16:00・60min【C2-3】交流会

ポスト３１１のエコビレッジ社会
『全国エコビレッジ見本市』

ファシリテータ：山本ペロ 出展団体：アズワン、
かんかん森 他

テーマ：
「これからのまち→これからのNIPPON」
19:00→22:30 ＠CAFE PARK

http://visions.begoodcafe.com/event

※前夜祭へのご参加は、各会場別途料金になります。

お得な前売りチケット、好評発売中！
【一般】1日券 3,000円／２日通し券 5,000円
【ペア】1日券 5,000円／２日通し券 8,000円

※前売りチケットは8/15
（月）
までの販売となります。以降は会場にて当日チケットをお求めください。

詳細はＷebサイトから

http://visions.begoodcafe.com/ticket
│当日チケット料金│

１日券：3,500円 / ２日通し券：6,000円

寄付のお願い ● VISIONSは、
日本の持続可能な復興のために制作運営されます。
この趣旨にご賛同いただける皆さまからのご寄付をお待ちしています。
ご寄付のお申し込みなど詳細はWebサイトから http://visions.begoodcafe.com/donation

INFORMATION

●

NPO法人ビーグッドカフェ

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-15-10 R三軒茶屋 2F Smile Studio／Tel：03-6413-8801／Fax：03-6368-6410／Email：visions@begoodcafe.com
（担当：坂本、大河原）
主催：NPO法人ビーグッドカフェ／特別協力：博報堂、
（株）
ピース・コミュニティ
・プラン、greenz.jp、WorldShift Network Japan、
エコビレッジ・ジャパン・ネットワーク／協賛：
（株）
大和証券グループ本社、
日本エコウォーク環境貢献推進機構、
（株）
メックｅｃｏライフ、
ファームエイド銀座、認定NPO法人ふるさと回帰支援センター、NPO法人ポラン広場東京、
ローカルサミット、
（株）
志庵／後援：公益財団法人松下政経塾
しらかば農園
（株）
（
、株）
野毛印刷社／協力：日本農業新聞、un café、NPO法人ETIC.、
※印刷時に、
VOC（揮発性有機化合物）
を含む湿し水が不要となる水なし印刷を採用、
石油系溶剤を全て植物性に置き換えたノンVOCインキを使用し、
大気保全に配慮しています。協力：
（株）
野毛印刷社

