
委託事業者：株式会社FRASCO（担当：尾﨑、中部）
TEL：080-1948-7851　E-mail：hiroshima@frasco-co.jp
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。

お問い合わせ

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 !

あなたとひろしまがワクワクするプログラム

広島市

神石高原町

呉市

東広島市

大崎上島町江田島市

ひろしまの里山であなたをお待ちしております。

地域コーディネーター
反岡 和宏さん

むらの小学校が大ピンチ・全校
児童１７名存続が危うい。
とよまつむらの未来にあなた
のお力をお貸しください。

僕も、里山ウェーブがきっかけで、大崎上島に
出会ったんですが、この島、来る人来る人、色々
な発見がある島って、言ってくれるんです。是
非皆さんもその何かをみつけてください!!

Facebook
はコチラ
▼

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

▼

「関係人口と創る未来予想図
   in とよまつむら」

「温泉の街・湯来町再生へ。」
湯来町 ×○○で、新たな未来をつくる。

「瀬戸内海の中心で楽しいコト
  みつけよう！」

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。

「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

地域コーディネーター
赤木 隆富さん

地域コーディネーター
中嶋 直哉さん

東広島には、里山とゆるゆるつながるチーム
(TEMITA！)があります。
ひとまず、加わってみませんか。
①里山の草刈り係「羊」の毛の活用
②学生プロデュースの空き家再生
③豊かな自然を活かしたアクティビティ企画

「Sustainable Impulse」
～醸し TEMITA！～

地域コーディネーター
後藤 峻さん
実はけっこう食材は
豊かだけど、どうも
活かしきれていない。
そんな食材を掘り起
こし、グルメのウェー
ブをおこしましょう！！

「えたじま《豊かさ》プロジェクト２」
～せとうちのサン・セバスチャン構想？～

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。プロ グラムの全 工 程 に参 加することによって、 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：広島市（湯来町）・呉市（島しょ部 安芸灘及び倉橋島）・
東広島市（福富町、豊栄町、河内町）・江田島市・大崎上島町・神石高原町

主催：広島県

賀茂

地域コーディネーター　佐藤 亮太さん
温泉を基盤に、何を掛け合わせると湯来の魅力が
最大化され、発信力を持つのか（to 国内外）。み
なさんと一緒に楽しく面白い、でもお互いにも高め
合えるようなプロジェクトを立ち上げられたらと思っ
ています！

申し込みは

8/31（土）
まで
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ひろしま里山ウェーブ
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ひろしま里山ウェーブとは？



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。Mentor

東京で開催するキックオフイベントや模擬プレゼンには、ご覧のゲストをお迎えします。Adviser

ひろしま里山ウェーブ全行程において、全体コーディネーターが
サポートします。Coordinator

　　　　　部分については、全てのプログラムにご参加いただくことが前提となり、参加費（10,000
円）が必要となります。参加費はメンターによるセミナー受講や、現地実習の活動費、保険料に充てら
れます。８月31日（土）までにお申込みください。
なお、本事業の内容を知っていただくために、まずは、無料のイベント参加からがお勧めです。

Schedule

8/10（土）

中村 功芳氏
NPO法人アースキューブジャパン 代表理事

1/18（土） 

曽根原 久司氏
NPO法人えがおつなげて

8/10（土） 

水口 泰基氏
有限会社ティープラスター 代表取締役

〈ゲストアドバイザー〉 〈プランアドバイザー〉〈ゲストアドバイザー〉

※交流会費（任意）は別途

Kure

内海 慎一氏

LifeWorkコミュニティデザイナー呉 市

内藤 昌史氏

Hiroshima/Etajima

株式会社LIGディレクター広島市・江田島市

Higashihiroshima

鈴木 英士氏

一般社団法人Deltal代表/OluOlucafe店長東広島市

事業・地域を知る 地域プレゼンテーション メンターセミナー

現地実習 ブラッシュアップ・模擬プレゼン

キックオフ東京イベント
第１弾７月23日（火）
CAMPUS PLUS（秋葉原）19：30～
参加費：無料
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
師とOBOGから里山について学ぶ
プログラム。
第２弾 ８月10日（土）
TIME SHARING秋葉原（秋葉原）13：00～
参加費：無料、交流会は別途 ¥2,000-
これまで里山ウェーブに関わった
OBOGが一堂に！ディープな広島の
里山トークを美味しい里山フード
と一緒にお楽しみいただける、ス
ペシャルなプログラム。

地域からのリアルな里山紹介
８月25日（日）SOOO dramatic！

（入谷）13:30～
参加費：無料、
　　　  交流会は別途 ¥2,000-
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（土）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

メンターによる講座とディスカッション
９月21 日（土）
９月22日（日）　　13：00～

浜松町会議室
（東京都港区浜松町1-1-9三恵ビル4F）
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。

地域のリアルを現地で体感

９月～��月（いずれの市町も金・
土・日の２泊３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

メンターとのブラッシュアップと
模擬プレゼン

実践プランのプレゼンテーション

プレゼンテーション

３月７日（土）
TIME SHARING秋葉原（秋葉原）
��:��～
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。

メンターに学び、地方と関わりながら、あなたが変わる里山が変わる「ひろしま里山ウェーブ」

尾﨑 香苗氏
株式会社FRASCO 代表取締役/
未来を旅する編集会議 編集長/地域活性化プロデューサー

《全体コーディネーター》

「いいオフィス広島」支配人。長野で３年間移住促進
に携わり、広島へ。週末は江田島市で農業を行う。

地域課題を地域に住む人たちが解決す
るコミュニティデザインを展開。

学生の地域活動支援コーディネー
ターとして各種事業に携わる。

Jinsekikogen

加藤 せい子氏

千道株式会社 代表神石高原町

Osakikamijima

三浦 啓史氏

しましまコーヒースタンド/デザイン研究所 デザイナー大崎上島町

コミュニティを可視化するデザインに取り
組む。大崎上島の海辺の家を立ち上げた。

「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。

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 �F（銀座）
模擬プレゼン：１月��日（土）
みんなの会議室神保町（神保町）
��:��～
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。

9/27～29
10/ 4～6
11/ 1～3
11/ 8～10
11/15～17
11/22～24

広島市※

神石高原町
東広島市※

江田島市
大崎上島町
呉市※

※広島市（湯来町）、東広島市（福富町、豊栄町、河内町）、呉市（島しょ部　安芸灘及び倉橋島）


