「里山で暮らし、仕事をする」

地域コーディネーター

「里山のコミュニティビジネス」
～やってみた！～

地域コーディネーター

鈴木 英士さん

地域の方と連携した羊毛活用、
サイクリングロード作り、空き家
の利活用…東広島では様々なプ
ロジェクトが生まれています。地
域のプレイヤーと共に挑戦する
仲間を大募集！

「えたじま《豊かさ》プロジェクト」

地域コーディネーター

後藤 峻さん

島の『豊かさ』を
一緒に演出しましょう！

足羽 幸宏さん

本物の里山暮らしを体験しま
せんか？体験や交流を通じて、
里山で暮らし、仕事をするこ
とについて一緒に考えます。
（古 民 家や遊 休 施 設のリノ
ベーション）

「都会と田舎の協働大作戦！」

（山あいの田舎町を再び輝かせるには？編）

地域コーディネーター

赤木 健二さん

町のシャッター街に活気と賑わ
いを取り戻したい。
あなたも神石高原町の大切な
one-pieceとして作戦に加わりま
せんか？

2018 Tokyo 〉〉〉〉Hiroshima
「大崎上島 × 交流のデザイン」

地域コーディネーター

「呉のハシからハシまでハシめぐり」
～あなたはどの島がお好き？～

地域コーディネーター

小野 香澄さん

まちエリアと橋で行き来できる利便性がありな
がら、ゆったりした時間が流れる多様な島々。
あなたならここで何がしたいですか？可能性
は無限。素敵な変化を起こしましょう。

反岡 和宏さん

ぜひ一度、島に来て体感してみてください。都
会では感じることのできない時間の流れの中で一
緒に島の宝を探しませんか。そして風の人と土の
人との「交流」をデザインしていきましょう。

委託事業者：株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所（担当：尾崎、中部、松崎）
TEL：
（082）237-3465 E -m ail：hiroshi ma@ji -i nst it ut e.com
参加希望イベント名と、お名前、メールアドレス、電話番号、年齢を添えてお申込みください。

首都圏で暮らしながら地域のことを考える。
メンターのサポートによる現地実習、
プラン作成、東京プレゼン、実践へ

広島県の里山に、楽しみながら
「人が集まる波を起こしていこう」という趣旨で、
地域貢献に高い意欲を持つ首都圏のソーシャルな若者と
広島県の中山間地域とのマッチングを図るプロジェクトです。
首都圏と広島それぞれの拠点を超えて、
同じ関心や志を持った若い仲間とつながることができます。
参加市町：呉市・庄原市・東広島市・江田島市・
大崎上島町・神石高原町

主催：広島県

まずは、無料のイベント参加からがお勧め。メンターセミナー以降のプログラムには参加費が必要です。
参加費は、６人のメンターによるセミナー受講や、現地実習先の活動費、保険料にあてられます。
※

部分のプロジェクトへの参加については、８月31 日（金）までにお申し込みください（参加費：10,000円）
。

事業・地域を知る

※交流会費
（任意）
は別途

キックオフ東京イベント
第１弾 ７月 26 日（木）
Patia 神保町店（神保） 19：30 ～
参 加 費 : 無 料 、交 流 会 は 別 途
￥2,000自分と広島がわくわくするプログラ
ムとは？最先端で地方に関わる講師
から里山について学ぶプログラム。
第２弾 8 月 11 日（土）
喫茶ランドリー（千歳）13：30 ～
参加費 : 無料
公共を自分ごと化する
「マイパブリッ
ク」を体感できる会場で、関心ご
とから地方とつなぐイベント。学生、
新社会人の方にもお勧めです。
現地実習
地域のリアルを現地で体感
10 月～ 12 月
希望市町に応じた、いずれかの
金・土・日
広島の里山地域で２泊３日の体
験、
実践、
交流。地域コーディネー
ターによるオリジナルプログラムで
まちを体感し、プランを作成しま
す。
※集合場所：広島県内の主
要駅等

地域プレゼンテーション
地域からのリアルな里山紹介
8 月 26 日（日）C-Lounge（神田）
13：30 ～
参加費：無料
広島の里山地域各市町の解決し
たい課題、
取組やリアルな情報など
を、地域実践者から熱くプレゼン
テーション。現場の声を聞き、現地
実習の地域を検討します。
８月17日
（金）
までにお申し込みください
（定
員50名）
※地域プレゼンテーションのみの
参加可

ブラッシュアップ・模擬プレゼン
メンターとのブラッシュアップと
模擬プレゼン
ブラッシュアップ : 日時は後日調整
ひろしまブランドショップ TAU 3F（銀座）
模擬プレゼン：１月 20 日（日）
Shibamata FU-TEN Bed and Local
（柴又） 10：30～
プレイヤーが作成したプランを、メンター
がサポートしながらブラッシュアップ。
市町ごとの会合もしくは SNS で会議を
実施します。ま
た、模 擬プレ
ゼンを行いさら
にプランを深め
ます。

メンターセミナー
メンターによる講座とディスカッション
９月 15 日（土）
９月 16 日（日） 14：30～
９月 29 日（土）
ひろしまブランドショップ TAU 3F（銀座）
メンターから市町課題に向き合うため
のヒントを聞く、自身の成長につなが
る学びの機会。グループワークで行う、
現地実習に向けたディスカッション。
※すべてのメンターの講座が受けられ
ます。

各分野の最先端を走る、現場力を持ったメンターの皆さんがあなたをサポート。
全てのメンターセミナー（東京）を受講できます。
※現地実習は一か所選択。

中村 功芳 氏

水口 泰基 氏

NPO アースキューブジャパン 代表理事

有限会社ティープラスター 代表取締役

有名ゲストハウスの創始者。全国で開
業合宿やなりわいカレッジを実施。

シェアオフィス
「レインボー倉庫」を運営。店
舗などの設計施工やオリジナル家具を販売。

平尾 順平 氏

平林 和樹 氏

NPO法人ひろしまジン大学 学長

株式会社WHERE 代表取締役社長

国際的感覚を持ち、生涯学習、
まちづくりを
活動の中心とするひろしまジン大学を運営。

文脈のある出会いを通じて、
地域と人の
繋がりにイノベーションを起こす。

佐藤 亮太 氏

加藤 せい子 氏
千道株式会社 NPO法人吉備工房

NPO 法人湯来観光地域づくり公社 理事長

福島ユナイテッド FC 広報を経て広島
に移住。
田舎cafeおそらゆきを経営。

実践プランのプレゼンテーション

「人の天才性を活かした組織づくり」
を
テーマに千道株式会社を運営。

東京で開催するキックオフイベントに、ゲストアドバイザーを迎えます。
また、模擬プレゼンにおけるプランアドバイザーを迎えます。

プレゼンテーション
３月９日（土）
THE FLEMING HOUSE（清澄白河）
13：00 ～
東京で市町プレイヤーごとにプラン
をプレゼンテーション。広島から関
係者も集まり、プランについての共
有を行います。感動のラストイベン
トであり、
これからが本当のスタート。

〈ゲストアドバイザー〉
Next Commons Lab

〈ゲストアドバイザー〉
株式会社グランドレベル

林 篤志 氏

田中 元子 氏

〈プランアドバイザー〉
NPO法人えがおつなげて

曽根原 久司 氏

ひろしま里山ウェーブ全工程において、全体コーディネーターがサポートします。
また、学生や新社会人の皆さんを、学生コーディネーターがサポートします。

《全体コーディネーター》
地域デザイン・ラボ 地域活性化プロデューサー

尾﨑 香苗 氏

《学生コーディネーター》
NPOここつなぎ 創設者・代表理事

橋本 雄太 氏

