
最新情報はここからチェック！ 

オープニングイベント

「ひろしま さとやま未来博2021」に関する最新情報は、主に特設サイトや LINE 公式アカウントから配信されますので、ぜひチェック
してみてください。 

「ひろしま さとやま未来博2021」特設サイト 
特設サイト（2021年８月１日オープン予定）では、ご覧の情報を配信しています。 

LINE公式アカウント「さとやま未来博2021」 
LINEで里山を楽しめるゲーム「さとやま GOOD ミステリー」を
はじめとした、リーディングプロジェクトや体験プログラムなど、
未来博に関する情報を配信しています。

そのほか、魅力的なコンテンツが目白押し。 

◎未来博に関する新着情報
◎「さとやま GOOD プロジェクト」の体験受付
◎チーム500登録メンバーを紹介する動画
◎毎月、里山・里海の特産品が当たるプレゼントキャンペーン

CHECK

ご登録はこちらから 〉〉〉 

主催：広島県（中山間地域振興課） 
お問い合わせ：さとやま Social GOOD 事務局（株式会社 FRASCO） 
mail：satoyamagood@frasco-co.jp 
HP：https://satoyamagood.com/ 

「さぁ、みんなで一緒に始めよう。さとやま Social GOOD」
2021.９.５.SUN 13：00-15：00（ライブ配信） 
第１部 

第２部 

オープニングムービー

広島の里山＆里海の未来を知事と語る座談会 

クイズ当選者発表！

ひろしま さとやま未来博2021紹介 
里山・里海からのプレゼントが当たるクイズ企画も開催。

リアル里山＆里海暮らし紹介
県内４箇所の里山・里海と中継をつなぎ、地域での取組や暮らしをご紹介。

さとやまからのメッセージパフォーマンス 

三次市出身。広島・東京を拠点に、インテリアから住宅、複合施設まで国内
外で多数のプロジェクトを手がける建築家・谷尻誠氏をゲストに迎える。 

庄原市出身、宮島観光大使を務める、書家・詩人の坂口赤道氏による、書
のパフォーマンスをライブ中継。

中島尚樹氏・井上恵津子氏
（フリーアナウンサー）

坂口赤道氏
（Sho-ran 代表）

谷尻誠氏
（SUPPOSE DESIGN OFFICE 代表）

当日MC

未来博のフィナーレを飾る
クロージングイベントは、
12月19日（日）開催予定！
ひろしま里山グッドアワード
表彰式も同時開催 

広島県
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「未来博の開催にあたって」 

ひろしま さとやま未来博2021とは？ 

広島県の中山間地域は、豊かな自然環境に恵まれた中国山地や瀬戸内海を背景に、四季を通
じて楽しめるアクティビティや歴史を感じさせる街並み、個性豊かで多様な文化など、里山・里海
ならでは資産を有しています。コロナ禍においてこれまでの生活が見直されつつある中、地域に
変化を生み出そうとする《人の輪》をさらに大きくして、地域の魅力や豊かさを、将来にわたってか
けがえのない資産として大切に引き継いでいくための活動を共有していきたいと考えています。 
広島県では、こうした思いを込めて、オンラインによる「ひろしま さとやま未来博 2021」を開催し
ます。 
あなたの「さとやま Ｓｏｃｉａｌ ＧＯＯＤ 」を一緒に見つけませんか。 
皆様の参加を心からお待ちしております。 

自然・人の暮らし・文化・活動など、地域の課題や地域に
密着した関わり方、つながりのあるソーシャルな世界観を
「木」で表現。 GOOD の“G”を葉っぱに見立て、「育っ
ていく里山の未来の木」をシンボルロゴ化しました。 

豊かな自然と人がつながる里山には、 
先人たちが培ってきた魅力的な暮らしや、
生活を豊かにする知恵があふれています。 
すでに里山で芽吹いている GOOD や、 
これから芽吹いていく新しい GOOD を
大切に未来へつないでいくために、 
私たちにできることがあります。 
資源や歴史を後世にいかしていくこと、
今の時代だからこそ、創造できること、
人と人とのいい関係をつむいでいくこと。 

里山にもっと笑顔があふれるように、
さぁ、みんなで一緒に始めよう。 
さとやま Social GOOD 

広島県の里山・里海を舞台に、さまざまな分野で活動するチャレンジャーの発掘と育成に向けて、人や自然を活用したコミュニティ
ビジネスや、地域住民の暮らしを支える活動の体験型オンラインプログラムをつくり、広くPRする博覧会。ひろしまの里山に関わる
方々は、地域を大切にするソーシャル思考を持ち、地域に GOOD なコトを実践されています。それは、地域のためになり、新しい価
値観や大切にしたいことに気づける良い機会にもなります。プログラムづくりへの挑戦や、プログラムに参加いただくことで、新たな
ライフスタイルを見つけていきましょう。

【会期：令和３年９月５日（日）～12月19日（日）】 

広島県知事  湯﨑英彦 
GOOD COMMUNITY 
［安全な生活の土台づくり］ 
福祉や防災など、暮らしの課題についてみんなで話合い、解決
実行していく積重ねが、里山・里海でのもっと GOOD な暮らしに
つながっていきます。

GOOD EDU 
［人材育成］ 
普段の暮らしの中で自然と身についてきた知恵。里山・里海だか
らこそ提供できる GOOD な学びが次代のリーダーを育てていき
ます。

GOOD RESOURCE 
［資源の継承］ 
その土地ならではの歴史やストーリーを知り、生かすことで、里山・
里海が大切に守ってきた GOOD な資源が後世に受け継がれ
ていきます。

GOOD ACTIVITY 
［地域の賑わいづくり］ 
地域内、県内、国内外に向けた、多様なコンテンツをつくり、活用
することで、里山・里海を訪れる GOOD な人の流れを生み出し
ていきます。

GOOD LOCAL LIFE 
［移住定住促進］ 
エリアフリーな暮らし方が当たり前になりつつある時代だから
こそ、里山・里海で生きるという GOOD な選択が広がっていき
ます。

GOOD PRODUCT 
［特産品・商品の開発・販売］ 
丁寧な手仕事でつくられる安全・安心な地域産品を選ぶことは、
何よりの贅沢。里山・里海で生み出される GOOD な農産物や
加工品が日常を豊かに彩っていきます。

■ロゴマーク

■愛称

■キャッチコピー＆ステイトメント
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けがえのない資産として大切に引き継いでいくための活動を共有していきたいと考えています。 
広島県では、こうした思いを込めて、オンラインによる「ひろしま さとやま未来博 2021」を開催し
ます。 
あなたの「さとやま Ｓｏｃｉａｌ ＧＯＯＤ 」を一緒に見つけませんか。 
皆様の参加を心からお待ちしております。 

自然・人の暮らし・文化・活動など、地域の課題や地域に
密着した関わり方、つながりのあるソーシャルな世界観を
「木」で表現。 GOOD の“G”を葉っぱに見立て、「育っ
ていく里山の未来の木」をシンボルロゴ化しました。 

豊かな自然と人がつながる里山には、 
先人たちが培ってきた魅力的な暮らしや、
生活を豊かにする知恵があふれています。 
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ていきます。
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未来博を盛り上げる、リーディングプロジェクト！ 
広島の中山間地域のことを知り、そこにある資源を生かした取組を体験していただく「ひろしま さとやま未来博2021」。参加型で
お楽しみいただける企画をご用意しています。 

オンライン体験プログラム・さとやま GOOD プロジェクト！ 

■プログラムメンター

里山の現場で活動するメンターに学びながら、仲間と一緒に里山・里海にGOODなオンライン体験プログラムをつくる「さとやま 
GOOD プロジェクト」。ここでは、体験できるプログラムを一部ご紹介します。

「安芸高田SDGs」 
ワークショップの実施を通じて、
地域が抱える課題や住民が抱
える悩みを共有し、その解消に
向けた取組を地域住民とともに
考え、実行するなど、実際に地域
課題を解決するための過程が体
験できます。

「神楽、焚べる。」 
安芸高田市を拠点とする神楽
団に所属している若者たちと、神
楽の魅力をはじめ、神楽のある
生活の様子、コロナ禍における
環境の変化など、焚き火を囲み
ながら、リラックスした空間の中
で語り合います。

「ワーケーション
 モニターレポート」 
「ワーケーション」という新たな働き
方が浸透しつつある中、実際に体
験したことのある人は少ないので
は？広島市湯来町や江田島市の
施設でのリポートを通じて、様々な
形のワーケーションを体験できます。

山や海、川といった自然はもちろん、そこに暮らす人など、広島県内の里山・里海には魅力がたくさん。 
【ゆるスポーツ】を創るスポーツクリエイターをゲストに迎え、ご当地の資源を生かした、オリジナル「里山ゆるスポーツ」を一緒に
考えるオンラインワークショップを開催しますので、ぜひ地域のお仲間と、ゆるっと、ご参加ください！自分の地域にも生かせるノウ
ハウが学べます。

里山×オンラインスポーツ「里山ゆるスポーツ」 

持続可能な里山に向けて CHANGE しつつある、地域や
企業のプロジェクトを「里山の未来」として体感できるオン
ラインプログラム。テーマ別に里山の現場からのリポートな
どを配信します。各専門家・実践者・里山に関わる活動者
をゲストにお迎えし、まるで一緒に巡っているような体験が
できます。

参加費：無料（zoom ウェビナー配信） 
ゲスト：各回１名～３名 
モデレーター：尾﨑香苗氏（ひろしま さとやま未来博2021全体コーディネーター）
開催日：９月から11月まで各１回、計３回のシリーズ
※日程や時間の詳細は、特設サイト等でお知らせします。

里山×CHANGE「さとやま未来 TOUR」 里山×LINE「さとやま GOOD ミステリー」 

ゆるスポーツとは？？ 
「スポーツ弱者を、世界からなくす。」
ことを目的に活動している、一般社
団法人世界ゆるスポーツ協会が推
進している新スポーツのこと。 

ご当地「里山ゆるスポーツ」 
地域課題をスポーツで解決しよう！ 
メディアで話題の「ゆるスポーツ」の課題解決方法を学んで、地域
の方が抱える課題を解決するための、ゆるスポーツを一緒に考え
ましょう！◎年齢・性別・運動神経に関わら

ず、 だれもが楽しめる
◎勝ったら嬉しい、負けても楽しい

など

（一社）世界ゆるスポーツ協会
事務局長・萩原拓也さん 

オンラインワークショップ開催！※原則２回参加ください
9 月15日（水）・10月13日（水）18：30～20：30 

10月13日（水）
18：30～講演 
19：00～
グループワーク
20：15～共有 
20：30 終了 

９月15日（水） 
18：30～講演 
19：00～ゲスト紹介、班分け
19：10～グループワーク
20：15～共有 
20：30 終了 

（株）Alii Tobishima
代表取締役・高島俊思さん

定員20名 

お申し込みは
こちらから！

ワークショップ後は、
有志＋事務局で開催に向けた準備を行います！

講師

GUES
T

さとやま博士からの挑戦状… 
６つのさとやま GOOD で里山を巡る、 
謎解き LINE ゲームをお楽しみください。 

やぁ、私は里山の GOOD を探し、 

日々研究しているさとやま博士だ。 

里山では、自然の恵みと温かい人たちに囲まれて、 

都会にはない幸せな生活を送る人たちが 

たくさん暮らしている。 

今日は知恵と行動力を備えた君たちに、 

ミッションを用意した。

広島にあるたくさんの 

さとやまの魅力＝ GOOD を見つけだし、 

まだ君たちが知らない新しい世界を見つけだすのだ！ 

さぁ、未来の「さとやまにあ」たちよ！ 

君たちの挑戦を待ってるぞ！ 

2021年９月５日配信予定・ダウンロード無料 
（10月・11月には新しいストーリーが配信されます） 

「五感で味わうコーヒー」 
広島の里山で、枯葉などを使っ
たコーヒーの焚き火ローストや、
コーヒー農家の短編ドキュメンタ
リーの上映会など、普段意識す
ることのないコーヒーがつくられ
る過程やその背景を、知ることが
できます。

「Trip! Cycling 大朝」 
北広島町大朝の田園風景を、
電動アシスト付き自転車で巡る
サイクリングツアーです。体力に
自信のない方でも、地域の巨木
のほか、地元ガイドだからこそ知
るスポットなどを、ゆっくり楽しむこ
とができます。

「さとやまSocial
  GOOD BEER」 
後継者不足で地域作物や景観に
影響を与えている耕作放棄地。再
活用に向けてクラフトビールの原
材料の生産を行う、三次市甲奴町
や竹原市仁賀町における取組過
程を知ることができます。

第２期参加者受付中!!
里山っていいね！それって里山にいいね！ 学びながら、オンライン体験プログラムづくり 

里山・里海で活躍するメンターに学びながら、暮らしや伝統文化、自然などの魅力や
豊かさを生かした地域活動の体験プログラムをつくってみませんか。

お申し込みはこちらから 

GOOD COMMUNITY
［安全な生活の土台づくり］ 

内海 慎一さん
［LifeWork コミュニティデザイナー］

GOOD EDU 
［人材育成］ 

平尾 順平さん
［ひろしまジン大学 学長］

GOOD RESOURCE 
［資源の継承］ 

佐藤 亮太さん
［NPO法人湯来観光地域づくり公社 理事長］

GOOD ACTIVITY
［地域の賑わいづくり］ 

石飛 聡司さん
［株式会社mint 代表取締役］

GOOD LOCAL LIFE
［移住定住促進］ 

後藤 峻さん
［一般社団法人フウド 代表理事］

GOOD PRODUCT 
［特産品・商品の開発・販売］ 

住友 正伯さん
［株式会社JouZo 代表取締役］

※掲載されているプログラムの内容は変更することがあります。
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未来博を盛り上げる、リーディングプロジェクト！ 
広島の中山間地域のことを知り、そこにある資源を生かした取組を体験していただく「ひろしま さとやま未来博2021」。参加型で
お楽しみいただける企画をご用意しています。 

オンライン体験プログラム・さとやま GOOD プロジェクト！ 

■プログラムメンター

里山の現場で活動するメンターに学びながら、仲間と一緒に里山・里海にGOODなオンライン体験プログラムをつくる「さとやま 
GOOD プロジェクト」。ここでは、体験できるプログラムを一部ご紹介します。

「安芸高田SDGs」 
ワークショップの実施を通じて、
地域が抱える課題や住民が抱
える悩みを共有し、その解消に
向けた取組を地域住民とともに
考え、実行するなど、実際に地域
課題を解決するための過程が体
験できます。

「神楽、焚べる。」 
安芸高田市を拠点とする神楽
団に所属している若者たちと、神
楽の魅力をはじめ、神楽のある
生活の様子、コロナ禍における
環境の変化など、焚き火を囲み
ながら、リラックスした空間の中
で語り合います。

「ワーケーション
 モニターレポート」 
「ワーケーション」という新たな働き
方が浸透しつつある中、実際に体
験したことのある人は少ないので
は？広島市湯来町や江田島市の
施設でのリポートを通じて、様々な
形のワーケーションを体験できます。

山や海、川といった自然はもちろん、そこに暮らす人など、広島県内の里山・里海には魅力がたくさん。 
【ゆるスポーツ】を創るスポーツクリエイターをゲストに迎え、ご当地の資源を生かした、オリジナル「里山ゆるスポーツ」を一緒に
考えるオンラインワークショップを開催しますので、ぜひ地域のお仲間と、ゆるっと、ご参加ください！自分の地域にも生かせるノウ
ハウが学べます。

里山×オンラインスポーツ「里山ゆるスポーツ」 

持続可能な里山に向けて CHANGE しつつある、地域や
企業のプロジェクトを「里山の未来」として体感できるオン
ラインプログラム。テーマ別に里山の現場からのリポートな
どを配信します。各専門家・実践者・里山に関わる活動者
をゲストにお迎えし、まるで一緒に巡っているような体験が
できます。

参加費：無料（zoom ウェビナー配信） 
ゲスト：各回１名～３名 
モデレーター：尾﨑香苗氏（ひろしま さとやま未来博2021全体コーディネーター）
開催日：９月から11月まで各１回、計３回のシリーズ
※日程や時間の詳細は、特設サイト等でお知らせします。

里山×CHANGE「さとやま未来 TOUR」 里山×LINE「さとやま GOOD ミステリー」 

ゆるスポーツとは？？ 
「スポーツ弱者を、世界からなくす。」
ことを目的に活動している、一般社
団法人世界ゆるスポーツ協会が推
進している新スポーツのこと。 

ご当地「里山ゆるスポーツ」 
地域課題をスポーツで解決しよう！ 
メディアで話題の「ゆるスポーツ」の課題解決方法を学んで、地域
の方が抱える課題を解決するための、ゆるスポーツを一緒に考え
ましょう！◎年齢・性別・運動神経に関わら

ず、 だれもが楽しめる
◎勝ったら嬉しい、負けても楽しい

など

（一社）世界ゆるスポーツ協会
事務局長・萩原拓也さん 

オンラインワークショップ開催！※原則２回参加ください
9 月15日（水）・10月13日（水）18：30～20：30 

10月13日（水）
18：30～講演 
19：00～
グループワーク
20：15～共有 
20：30 終了 

９月15日（水） 
18：30～講演 
19：00～ゲスト紹介、班分け
19：10～グループワーク
20：15～共有 
20：30 終了 

（株）Alii Tobishima
代表取締役・高島俊思さん

定員20名 

お申し込みは
こちらから！

ワークショップ後は、
有志＋事務局で開催に向けた準備を行います！

講師

GUES
T

さとやま博士からの挑戦状… 
６つのさとやま GOOD で里山を巡る、 
謎解き LINE ゲームをお楽しみください。 

やぁ、私は里山の GOOD を探し、 

日々研究しているさとやま博士だ。 

里山では、自然の恵みと温かい人たちに囲まれて、 

都会にはない幸せな生活を送る人たちが 

たくさん暮らしている。 

今日は知恵と行動力を備えた君たちに、 

ミッションを用意した。

広島にあるたくさんの 

さとやまの魅力＝ GOOD を見つけだし、 

まだ君たちが知らない新しい世界を見つけだすのだ！ 

さぁ、未来の「さとやまにあ」たちよ！ 

君たちの挑戦を待ってるぞ！ 

2021年９月５日配信予定・ダウンロード無料 
（10月・11月には新しいストーリーが配信されます） 

「五感で味わうコーヒー」 
広島の里山で、枯葉などを使っ
たコーヒーの焚き火ローストや、
コーヒー農家の短編ドキュメンタ
リーの上映会など、普段意識す
ることのないコーヒーがつくられ
る過程やその背景を、知ることが
できます。

「Trip! Cycling 大朝」 
北広島町大朝の田園風景を、
電動アシスト付き自転車で巡る
サイクリングツアーです。体力に
自信のない方でも、地域の巨木
のほか、地元ガイドだからこそ知
るスポットなどを、ゆっくり楽しむこ
とができます。

「さとやまSocial
  GOOD BEER」 
後継者不足で地域作物や景観に
影響を与えている耕作放棄地。再
活用に向けてクラフトビールの原
材料の生産を行う、三次市甲奴町
や竹原市仁賀町における取組過
程を知ることができます。

第２期参加者受付中!!
里山っていいね！それって里山にいいね！ 学びながら、オンライン体験プログラムづくり 

里山・里海で活躍するメンターに学びながら、暮らしや伝統文化、自然などの魅力や
豊かさを生かした地域活動の体験プログラムをつくってみませんか。

お申し込みはこちらから 

GOOD COMMUNITY
［安全な生活の土台づくり］ 

内海 慎一さん
［LifeWork コミュニティデザイナー］

GOOD EDU 
［人材育成］ 

平尾 順平さん
［ひろしまジン大学 学長］

GOOD RESOURCE 
［資源の継承］ 

佐藤 亮太さん
［NPO法人湯来観光地域づくり公社 理事長］

GOOD ACTIVITY
［地域の賑わいづくり］ 

石飛 聡司さん
［株式会社mint 代表取締役］

GOOD LOCAL LIFE
［移住定住促進］ 

後藤 峻さん
［一般社団法人フウド 代表理事］

GOOD PRODUCT 
［特産品・商品の開発・販売］ 

住友 正伯さん
［株式会社JouZo 代表取締役］

※掲載されているプログラムの内容は変更することがあります。
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広島の中山間地域を盛り上げる、ひろしま里山・チーム 500
ひろしま里山・チーム500【ゴーマルマル】は、広島の中山間地域に関わりを持ちながら様々な活動を実践
している人たちがつながって、地域づくり活動の輪を広げていくための人材プラットフォームです。2020
年度末現在、381名の方が参加し、交流の輪を活かして様々な活動を展開しています。ここでは、里山・
里海で活躍しているチーム500メンバーの、地域での活動について紹介します。

知事と語ろう・里山ココロザシ・カフェ！ 
広島の里山でいきいきとした暮らしを実践する皆さんや広島に縁のある方、知事を交え、参加者みんなで語り合う「里山 ココロザシ・
カフェ」。これからの私たちの暮らしについて思いを巡らせ、対話を深める『語り場』をオンラインで開催します（いずれも参加無料） 。

■チーム500のメンバー （一部）

活動エリア：東広島市

山田芳雅さん
（合同会社ひとむすび代表）

大学在学中に、地元農家などを集めたファー
マーズマーケットの運営を行うとともに、東広
島市の地域おこし協力隊としても活動。 培っ
たノウハウを生かし、東広島市との連携によ
る「地域塾」を通じた学生の地域参画の支援
を始め、捨てられていた羊毛を製品化し、住
民組織が製作・販売する仕組みを構築する
など、次代を担う人材育成や持続可能な稼
げる仕組みづくりを進めています。

活動エリア：三次市、呉市豊町（大崎下島） 

上野仁美さん
（Nurse and Craft 合同会社 コミュニティナース）

地域住民の心と身体の健康に寄り添い、
暮らしを支える存在となるコミュニティナー
スの取組に興味を抱き、病院の枠を越え、
活動を展開。看護師としての知識と技術
を活かし、医師不足の地域における健康
相談などの予防医療の支援に加え、地域
活動にも積極的に関わるなど、地域にお
ける健康づくりとコミュニティづくりに取り
組んでいます。

活動エリア：呉市音戸町

数田祐一さん
（カフェ＆ギャラリー「天仁庵」運営）

生家である創業130年の呉服店を改装
し、カフェ、ギャラリー、着物などを取り扱う
複合ショップ「天仁庵」をオープン。音戸町
の賑わいを復活させる拠点として、展示会
やワークショップ、音楽イベントなどを開催
するほか、江戸時代から続く本土と島をつ
なぐ日本一短い定期航路「音戸渡船」の
存続活動にも関わるなど、地域資源を未
来へつなぐ取組を進めています。

活動エリア：庄原市

樫原節男さん
（東新会 代表）

地域住民を中心として、学識経験者、芸術
家などと協働で、国の登録有形文化財「ヤ
マモトロックマシン旧自治寮」の再生・活用
に向けたプロジェクトを実施。建物の修復作
業や木製の創作道具の製作、音楽祭の開
催など、地域資源を活用した体験プログラ
ムやワークショップの開催を通じて庄原市
東城町の魅力を発信し、地域の活性化や
交流人口の創出に取り組んでいます。

活動エリア：大崎上島町

反岡和宏さん
（大崎上島町観光協会 事務局長）

広島市出身であり、神奈川県在住中に、
広島県の関係人口創出事業「ひろしま
里山ウェーブ」で訪れた大崎上島町に魅
了されJターン。大崎上島町の魅力を多く
の人に伝えたいと思い、現在は観光協会
事務局長として、観光振興に取り組む傍
ら、大崎上島町に興味を抱いた移住希望
者に、自身の経験に基づいた暮らし方を伝
えるなど、移住相談にも応じています。 

活動エリア：尾道市、世羅町 

髙橋玄機さん
（ALL ABOUT TEA 株式会社 代表取締役社長）
※TEA FACTORY GEN 代表を兼務

世羅町の茶畑で、無肥料・無農薬の日本
茶「広島在来茶」を栽培し、加工・製造・販
売まで一貫して行い、尾道市の直営店やイ
ンターネット上で販売。日本茶の栽培を通じ
て、耕作放棄地の再生・活用を進めるほ
か、移住者などを対象とした茶摘み体験や
和菓子づくり体験が行えるツアーの企画・
実施を通じて、世羅町の魅力を発信し、交
流人口の創出にも取り組んでいます。 

地域のつながりをつくるために、私たちは何ができるのでしょうか。地域内で交流・連携しながら、仕事や生きがい、地域への愛
着を育む活動を行っている３名のスピーカーとともに、地域で連携するための秘訣や、つながりから生まれる効果について考え
ていきます。

地域でつながり、生まれる共感 開催日：令和３年９月５日（日）
日   時：15時00分～17時00分

定   員：30名程度

定   員：30名程度

定   員：30名程度

結婚後、大崎下島へ
移住。移住促進の事
業に携わる一方、本
場イギリスのスコーン
を販売する店舗の経
営や地域住民向け
の証明写真撮影
サービスを提供して
います。 

写真家ライター/The Tea Cozy/
アイランド・ピクチャーズ合同会社
トム宮川コールトンさん

地域おこし協力隊と
して三原市佐木島へ
移住。島の特産品で
ある柑橘を軸に、地
域住民と協働し商品
開発・空き家活用・
耕作放棄地活用・イ
ベント開発事業に取
り組んでいます。 

鷺島みかんじま
プロジェクト 共同代表
松岡さくらさん

本屋でありながら書
籍の販売だけでなく、
住民とのコミ ュニケー
ションで得たニーズを
ふまえ、美容室やエ
ステサロンなど拠点
化を進め、地域コミュ
ニティの再構築を
図っています。

（株）総商さとう代表取締役
/ウィー東城店 店長
佐藤友則さん

人口が減少する中山間地域では「移住者」の力が今後もより一層必要になります。しかし、移住したくなる地域とはどのような
地域なのでしょうか。U ターン、I ターン、移住関連のライターという３名のスピーカーがそれぞれの視点から、魅力的な地域に
ついて考えていきます。

移住者に魅力的な地域とは 開催日：令和３年９月12日（日）
日   時：13時30分～15時30分 

地域おこし協力隊と
して世田谷から移住。
地域の魅力をまとめ
たリトルプレスの発行
のほか、新月と満月の
日だけ開店する福山
市山野町唯一の商
店をオープン。きっかけ屋 山月 店主/

千葉県出身・福山市在住
辻本良子さん

広島商船高専を卒
業し、船舶の機関士
として世界各地を
巡った後、 U ターン
してゲストハウスを開
業。移住希望者と地
域のつなぎ役を担っ
ています。木江宿 庭火 代表/

大崎上島町出身・在住
松本幸市さん

廿日市で暮らした後、
パートナーの転勤の
都合で愛知県へ転
居。雑誌『ソトコト』の 
WEBメディア「ソトコ
トオンライン」のライ
ターとして移住関連
記事等を執筆。ソトコトオンライン ローカルライター /

島根県出身・愛知県在住
山川奈緒子さん

本来であれば捨てられるものに新たな価値を見出し生まれ変わらせる「アップサイクル」というキーワードが注目されています。
これまでは廃棄され、壊されてきたものに価値を見つけた３名のスピーカーと一緒に、私たちの普段の暮らしや里山で、これ
から「アップサイクル」が必要なモノやコトについて対話を深めていきます。

地域資源のアップサイクル 開催日：令和３年９月25日（土）
日   時：13時30分～15時30分

湯来町の観光・地
域づくりを目的とし
て、自然資源を生か
したアクティビティを
提供するほか、地域
の温泉街再生に向
けた各種取組を続け
ています。 NPO 法人湯来観光

地域づくり公社 理事長
佐藤亮太さん

左官職人として埼玉
県と廿日市市の２拠
点居住を送る一方、
中山間地域の空き
店舗を活用し、アッ
プサイクルを軸とした
コミュニティスペース
を開設。marumo 工房/

合同会社とこらぼ
金澤 萌さん

解体の危機にあっ
た明治期の木造洋
館を後世に残したい
との想いで、仲間と
ともに「ぐるぐる海友
舎プロジェクト」を発
足。歴史的建造物
の維持・管理、海友
舎を生かした各種イ
ベント等を開催。 

NPO 法人ぐるぐる海友舎
プロジェクト 理事長
南川智子さん

©足袋井写真事務所
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反岡和宏さん
（大崎上島町観光協会 事務局長）

広島市出身であり、神奈川県在住中に、
広島県の関係人口創出事業「ひろしま
里山ウェーブ」で訪れた大崎上島町に魅
了されJターン。大崎上島町の魅力を多く
の人に伝えたいと思い、現在は観光協会
事務局長として、観光振興に取り組む傍
ら、大崎上島町に興味を抱いた移住希望
者に、自身の経験に基づいた暮らし方を伝
えるなど、移住相談にも応じています。 

活動エリア：尾道市、世羅町 

髙橋玄機さん
（ALL ABOUT TEA 株式会社 代表取締役社長）
※TEA FACTORY GEN 代表を兼務

世羅町の茶畑で、無肥料・無農薬の日本
茶「広島在来茶」を栽培し、加工・製造・販
売まで一貫して行い、尾道市の直営店やイ
ンターネット上で販売。日本茶の栽培を通じ
て、耕作放棄地の再生・活用を進めるほ
か、移住者などを対象とした茶摘み体験や
和菓子づくり体験が行えるツアーの企画・
実施を通じて、世羅町の魅力を発信し、交
流人口の創出にも取り組んでいます。 

地域のつながりをつくるために、私たちは何ができるのでしょうか。地域内で交流・連携しながら、仕事や生きがい、地域への愛
着を育む活動を行っている３名のスピーカーとともに、地域で連携するための秘訣や、つながりから生まれる効果について考え
ていきます。

地域でつながり、生まれる共感 開催日：令和３年９月５日（日）
日   時：15時00分～17時00分

定   員：30名程度

定   員：30名程度

定   員：30名程度

結婚後、大崎下島へ
移住。移住促進の事
業に携わる一方、本
場イギリスのスコーン
を販売する店舗の経
営や地域住民向け
の証明写真撮影
サービスを提供して
います。 

写真家ライター/The Tea Cozy/
アイランド・ピクチャーズ合同会社
トム宮川コールトンさん

地域おこし協力隊と
して三原市佐木島へ
移住。島の特産品で
ある柑橘を軸に、地
域住民と協働し商品
開発・空き家活用・
耕作放棄地活用・イ
ベント開発事業に取
り組んでいます。 

鷺島みかんじま
プロジェクト 共同代表
松岡さくらさん

本屋でありながら書
籍の販売だけでなく、
住民とのコミ ュニケー
ションで得たニーズを
ふまえ、美容室やエ
ステサロンなど拠点
化を進め、地域コミュ
ニティの再構築を
図っています。

（株）総商さとう代表取締役
/ウィー東城店 店長
佐藤友則さん

人口が減少する中山間地域では「移住者」の力が今後もより一層必要になります。しかし、移住したくなる地域とはどのような
地域なのでしょうか。U ターン、I ターン、移住関連のライターという３名のスピーカーがそれぞれの視点から、魅力的な地域に
ついて考えていきます。

移住者に魅力的な地域とは 開催日：令和３年９月12日（日）
日   時：13時30分～15時30分 

地域おこし協力隊と
して世田谷から移住。
地域の魅力をまとめ
たリトルプレスの発行
のほか、新月と満月の
日だけ開店する福山
市山野町唯一の商
店をオープン。きっかけ屋 山月 店主/

千葉県出身・福山市在住
辻本良子さん

広島商船高専を卒
業し、船舶の機関士
として世界各地を
巡った後、 U ターン
してゲストハウスを開
業。移住希望者と地
域のつなぎ役を担っ
ています。木江宿 庭火 代表/

大崎上島町出身・在住
松本幸市さん

廿日市で暮らした後、
パートナーの転勤の
都合で愛知県へ転
居。雑誌『ソトコト』の 
WEBメディア「ソトコ
トオンライン」のライ
ターとして移住関連
記事等を執筆。ソトコトオンライン ローカルライター /

島根県出身・愛知県在住
山川奈緒子さん

本来であれば捨てられるものに新たな価値を見出し生まれ変わらせる「アップサイクル」というキーワードが注目されています。
これまでは廃棄され、壊されてきたものに価値を見つけた３名のスピーカーと一緒に、私たちの普段の暮らしや里山で、これ
から「アップサイクル」が必要なモノやコトについて対話を深めていきます。

地域資源のアップサイクル 開催日：令和３年９月25日（土）
日   時：13時30分～15時30分

湯来町の観光・地
域づくりを目的とし
て、自然資源を生か
したアクティビティを
提供するほか、地域
の温泉街再生に向
けた各種取組を続け
ています。 NPO 法人湯来観光

地域づくり公社 理事長
佐藤亮太さん

左官職人として埼玉
県と廿日市市の２拠
点居住を送る一方、
中山間地域の空き
店舗を活用し、アッ
プサイクルを軸とした
コミュニティスペース
を開設。marumo 工房/

合同会社とこらぼ
金澤 萌さん

解体の危機にあっ
た明治期の木造洋
館を後世に残したい
との想いで、仲間と
ともに「ぐるぐる海友
舎プロジェクト」を発
足。歴史的建造物
の維持・管理、海友
舎を生かした各種イ
ベント等を開催。 

NPO 法人ぐるぐる海友舎
プロジェクト 理事長
南川智子さん
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最新情報はここからチェック！ 

オープニングイベント

「ひろしま さとやま未来博2021」に関する最新情報は、主に特設サイトや LINE 公式アカウントから配信されますので、ぜひチェック
してみてください。 

「ひろしま さとやま未来博2021」特設サイト 
特設サイト（2021年８月１日オープン予定）では、ご覧の情報を配信しています。 

LINE公式アカウント「さとやま未来博2021」 
LINEで里山を楽しめるゲーム「さとやま GOOD ミステリー」を
はじめとした、リーディングプロジェクトや体験プログラムなど、
未来博に関する情報を配信しています。

そのほか、魅力的なコンテンツが目白押し。 

◎未来博に関する新着情報
◎「さとやま GOOD プロジェクト」の体験受付
◎チーム500登録メンバーを紹介する動画
◎毎月、里山・里海の特産品が当たるプレゼントキャンペーン

CHECK

ご登録はこちらから 〉〉〉 

主催：広島県（中山間地域振興課） 
お問い合わせ：さとやま Social GOOD 事務局（株式会社 FRASCO） 
mail：satoyamagood@frasco-co.jp 
HP：https://satoyamagood.com/ 

「さぁ、みんなで一緒に始めよう。さとやま Social GOOD」
2021.９.５.SUN 13：00-15：00（ライブ配信） 
第１部 

第２部 

オープニングムービー

広島の里山＆里海の未来を知事と語る座談会 

クイズ当選者発表！

ひろしま さとやま未来博2021紹介 
里山・里海からのプレゼントが当たるクイズ企画も開催。

リアル里山＆里海暮らし紹介
県内４箇所の里山・里海と中継をつなぎ、地域での取組や暮らしをご紹介。

さとやまからのメッセージパフォーマンス 

三次市出身。広島・東京を拠点に、インテリアから住宅、複合施設まで国内
外で多数のプロジェクトを手がける建築家・谷尻誠氏をゲストに迎える。 

庄原市出身、宮島観光大使を務める、書家・詩人の坂口赤道氏による、書
のパフォーマンスをライブ中継。

中島尚樹氏・井上恵津子氏
（フリーアナウンサー）

坂口赤道氏
（Sho-ran 代表）

谷尻誠氏
（SUPPOSE DESIGN OFFICE 代表）

当日MC

未来博のフィナーレを飾る
クロージングイベントは、
12月19日（日）開催予定！
ひろしま里山グッドアワード
表彰式も同時開催 

広島県

［　　　　　　 ］

SU
N

SU
N


