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実⾏委員⻑挨拶

第10回つなぐ人フォーラム 実⾏委員⻑

高橋 真理⼦
一般社団法人星つむぎの村 共同代表
星空工房アルリシャ 代表

記念すべき第10回、最高の参加者数で無事に開催できました。ツナギスト含め参加者のみなさま、ご協賛会社
のみなさま、実⾏委員のみなさん、事務局のキープ協会のみなさん、ボランティアスタッフのみなさん、それぞ
れに素晴らしい働きをありがとうございます。

私たち一人ひとりが生きていくのに、大きく２つの軸が必要だな、と感じています。それは社会で生きていく
ための人と人とのつながり（横軸）、もう一つは、大いなる自然にいきる生命体として、そらと自分と大地を結
ぶような、たて軸です。「つなぐ人フォーラム」は、この横軸、たて軸をどちらも確認したり、発⾒したりでき
る場所だなーと実感しました。

今回は、学生さんの参加も多く、特に20代、30代の若いエネルギーをより感じる機会でもあり、その点では、
さらに「時間軸」をつなぐような場でもあったのかもしれません。10回記念ということで、「つなぐ人オリジ
ナルグッズ」も、実⾏委員の若いメンバーの⼿によってつくられ、みなさんのお⼿元で、あの時間を思い出すよ
いツールになっているのでは、と思います。

次回もあらたなステージにむかって「つなぐ人フォーラム」、一緒につくりあげていきましょう。



ね 実施概要

■名称：第10回つなぐ人フォーラム

■日程：2018年２月16日（⾦）13時 〜 ２月18日（日）14時

■会場：清泉寮（公益財団法人キープ協会／⼭梨県北杜市）

■主催：第10回つなぐ人フォーラム実⾏委員会 ／ 公益財団法人キープ協会

■協賛：JｰPOWER電源開発株式会社
日能研

■後援：特定非営利活動法人 持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）
NPO法人 日本エコツーリズムセンター ／ 公益社団法人 日本環境教育フォーラム（JEEF）
一般社団法人 日本インタープリテーション協会 ／ 一般社団法人 日本環境教育学会
日本エコミュージアム研究会 ／ 特定非営利活動法人 自然体験活動推進協議会（CONE）

■つなぐ人フォーラムとは：

「一人ひとりの働きや想いをどうやったら社会につないでゆけるだろう？」
「つなぐ人フォーラム」は、多ジャンルの中で、「つなぐ活動」をしている人たちが集い、互いの経験や知恵
を共有することで、誰もが願う「よりよく生きたい」という想いを活動に変えていくプロセスです。
素晴らしい自然にあふれる⼋ヶ岳のふもと・清⾥に、毎年150人ほどの「つなぐ人」が集い、プレゼンやワー
クショップが繰り広げられます。想いをかけあわせて共に仕事をする人がみつかったり、一⾒違う分野だけど
似たような⼿法を持って仕事している人からヒントをもらったり、視野が広がったり、全国に友達ができたり、
エネルギーをたくさんもらったり・・・とにかく、「こんなに面白い人たちが集まっている場をみたことが
ない！」という稀有な場です。

■参加対象者：「つなぐ人」という⾔葉にピンとくる⽅

これまでの参加者層では・・「地域や街の人々をつなぐ活動」「（野外などで）自然と人をつなぐ活動」
「（博物館などで）モノと人をつなぐ活動」「（サイエンスコミュニケーションなど）科学と人をつなぐ活
動」「⼦どもや大人をめぐる多様な活動」他、メディアを通じて、医療・福祉を通じて、建物・デザインを通
じて、ワークショップを通じて・・など、とにかく多様なジャンルが集まっています。

■参加者数：計131名（一般76名・ツナギスト37名・実⾏委員18名）

多分野の専門家で構成されている実⾏委員が、「みんなに紹介したい！」と思う人（ツナギスト）を数人ずつ
誘い、フォーラムの中核となるメンバー約70名を形成します。その後、一般参加者を募集し、スタッフやボ
ランティアあわせ、全体でおよそ150名ほどの集まりとなります。実⾏委員・ツナギスト・一般参加者が参加
費を拠出して運営しています。



■実⾏委員⻑（50音順、所属は2018年２月現在）：
高橋 真理⼦ 一般社団法人星つむぎの村 共同代表 ／ 星空工房アルリシャ 代表
中⻄ 紹一 (有)プラス・サーキュレーション・ジャパン 代表 ／

⽴教大学大学院異⽂化コミュニケーション研究科 特任准教授

■実⾏委員（50音順、所属は2018年2月現在）：
井上 尚⼦ 美術作家
猪股 有佐 リクルート住まいカンパニー 研究員 ／ Neighbors Next U26 プロデューサー
梅崎 靖志 風と土の自然学校 代表
⼩笠原 啓一 産業技術総合研究所
⼩笠原 祐司 NPO法人bond place 代表理事 ／ 独⽴⾏政法人中⼩機構基盤整備機構 人材支援アドバイザー
奥村 奈央⼦ Laboratorio Zanzara Tokyo office 代表 ／ 社会福祉法人花⽔⽊の会理事
川路 武 NPO法人日本橋フレンド 代表 ／ 三井不動産
北村 美香 結creation 代表
⼩寺 昭彦 サイエンスカクテルプロジェクト 科学技術コミュニケーター
杉浦 裕志 株式会社鳥 代表鳥締役 社鳥
染川 香澄 ハンズ・オン プランニング 代表 ／ ミュージアム・コンサルタント
田井中 慎 株式会社4CYCLE 代表
高瀬 桃⼦ Willing Hands On 代表 ／ 関内イノベーションイニシアティブ株式会社
成川 正幸 ⿊部市議会議員
林 浩二 千葉県⽴中央博物館
藤本 ⻘ 静岡市役所
古瀬 浩史 帝京科学大学アニマルサイエンス学科 教授 ／ 日本インタープリテーション協会 代表理事
三原 重央 NPO法人みんなの未来かいたく団
森 一彦 大広２７５研究所 主任研究員 ／ 関⻄学院大学大学院経営戦略科 教授

■ボランティア（50音順、所属は2018年２月現在）：
板倉 龍也（帝京科学大学）、城⼾ あかり（上智大学）、倉知 朝希（富⼭大学）、鈴⽊ 祐実（南⼭大学）、
田口 愛（帝京科学大学）、永沢 亮祐（中央大学）、林 恵美（⼥⼦美術大学）、藤川 あも（帝京科学大学）、
⼭﨑 嘉宗（帝京科学大学）、依田 あずさ（信州大学）

■事務局（公益財団法人キープ協会 環境教育事業部）：
関根 健吾、本田 晶、饗場 葉留果、村井 孝一、佐藤 陽介、中⼭ 孝志、⼩野 明⼦、村⼭ 敬洋、
岡野 由美、坂川 実基、⻄尾 有香音、柳川 真澄



ね スケジュール
＜１日目／２月16日（⾦）＞
12:00 受付
13:00 開会式

◆実⾏委員⻑挨拶（高橋 真理⼦）
◆実⾏委員・ツナギスト紹介
◆旗揚げアンケート（参加者属性調査）

13:45 オリエンテーション
◆「えんたくん」を囲んで自己紹介

14:15 休憩
14:30 10分プレゼンテーション
17:00 休憩／チェックイン
18:00 夕食
19:50 全体会①

◆45分プログラム実施者から一⾔紹介＆サインアップ
21:00 交流会「つなぐBAR」
23:00 終了

＜２日目／２月17 日（土）＞
07:30 朝食
09:15 45分プログラム 午前の部（１〜３時間目）
12:10 昼食（弁当）
14:00 45分プログラム 午後の部（４〜６時間目）
16:55 休憩
18:00 夕食
19:50 全体会②

◆「えんたくん」を囲んで45分プログラムのふりかえり
◆2.5時間ワークショップ実施者から一⾔紹介＆サインアップ

21:00 交流会「つなぐBAR」
23:00 終了

＜３日目／２月18日（日）＞
07:30 朝食
09:00 2.5時間ワークショップ
11:30 移動
11:45 全体会③

◆「えんたくん」を囲んで2.5時間ワークショップ＆３日間ののふりかえり
◆実⾏委員⻑挨拶（中⻄ 紹一）

12:45 昼食（さよならパーティー）
14:00 終了

▲全体会③



ね １日目：10 分間プレゼンテーション

ツナギストや一般参加者からの話題提供や事例紹介。
ホールを仕切るなどして４つのコーナーで同時進⾏。
次々と繰り広げられるプレゼンテーションに会場の熱気は高まりました。

会場
時間

新館ホールA 新館ホールB ホワイエ 黙想館

①
14:30

やりたい事と地域を繋ぐ
きみつなプロジェクト

（鈴⽊ 耕平）

人の一生を抱きしめる僧侶
（鈴⽊ 秀彰）

まちをつくり直す繋がりを
生む、集合知のアナログ化

（村上 和博）

前回のフォーラムが
きっかけではじめた

取り組み
（石田 智章）

②
14:45

恒例！ この１年で⾒た展⽰
とプログラム―今年はニュ
ーヨークのこどもの博物館

編！
（染川 香澄）

『修復のお仕事展』が
つなぐ人とモノ
（森 由美）

〜尾瀬に⾏こおぜ！〜
尾瀬を楽しむ
認定ガイド制度
（伊澤 菜美⼦）

公園を作る・使う・
つながる・つなげる
（⼩田 貴志）

③
15:00

ビジネスシーンで
「つなぐ人がおさえたい

10のこと」
（橋田 知世）

フリーランスの
⼥性サメ専門家

シャークジャーナリスト
（沼口 麻⼦）

『つながる』から
はじまる未来

〜美術鑑賞＆ビジネス
（東 孝彦）

現役通訳ガイドが語る
「インバウンドの食」

(古屋 絢⼦）

④
15:15

アクアマリンいなわしろ
カワセミ⽔族館の紹介

（平澤 桂）

話の⾒える化を活⽤
〜発達障害と社会を繋ぐ

場づくり〜
（鈴⽊ さよ）

異⽂化コミュニケーション
「プロボノ」が面白い。

（高瀬 桃⼦）

⾒つけてビックリ！
情報でつなぐ樹⽊の変化

（⼩⼭ 泰弘）

⑤
15:45

自然と人間のよりよい
関係をめざす
「ひみつ基地」
（棚橋 早苗）

『SEEK』
自然公園施設での

地図情報ツールの活⽤
（古瀬 浩史）

かわいいで伝える
サイエンスグッズを使った

教育普及
（片⼭ 美雪）

SDGｓ×日能研
（高⽊ 幹夫）

⑥
16:00

大切な人が元気になる!
「ほめ介護のススメ」
（⼩野寺 美和）

津波復興祈念資料館
「閖上の記憶」
（丹野 祐⼦）

”Visionがたり”
という試みについて
（鵜川 洋明）

福祉×デザイン
（奥村 奈央⼦）

⑦
16:15

東京諸島での
地域ビジネス入門
（伊藤 奨）

⼦ども・若者の参画が
まちを変える。
（土肥 潤也）

川崎の大型マンション
ジモト連携と副産物
（⼭本 美賢）

U/Wインタープリター
養成講座の開催
（檀野 清司）



時間①（14:30〜14:40）

やりたい事と地域を繋ぐ きみつなプロジェクト（鈴⽊ 耕平／TAGAYASU）
自分のやりたい事にトライしてみよう。みんながそう思える世界をつくる。どこに住んでいても、やりたい事ができる。応援
しあう。 みんなが幸せになる。そんな世の中を目指して、できる事からコツコツと。会社員の傍ら、少しずつ仲間を集め、そ
れぞれのやりたい事を叶える中でコミュニティを形成する活動を紹介する。

人の一生を抱きしめる僧侶（鈴⽊ 秀彰／僧侶）
亡くなってから「ヨロシク」じゃ、お坊さんも寂しい。これはわたしの名刺裏の⽂章。生前の関わりに⼒を入れている。その中
でも対話を中心としたワークショップを展開。

まちをつくり直す繋がりを生む、集合知のアナログ化（村上 和博／NPO法人⽴⼭クラフト舎）
富⼭県内にてクラフトフェアや遊びをもとにした交流会を実施して3年目になりました。それまで人と人の交流のインフラをつ
くろうとしてきたのですが、⾒えてきたのは依存と自己中心的な居場所。人の繋がりや町の繋がり、自分や周りの⽅々が体験、
⾒えてきた景⾊を伝えたく思います。

前回のフォーラムがきっかけではじめた取り組み（石田 智章／一般社団法人⿊部・宇奈月温泉観光局）
前回のフォーラムに参加した仲間で、毎月１回ワークショップを始めました。２月で１０回目を数えます。多種多様な職業の⽼
若男⼥が過去を振り返ったり、地域課題を話し合ったり、自分の夢について語ったりします。知らなかった人同⼠が出会うこと
で、新たな活動が始まることを期待して運営を⾏っています。その活動について紹介します。

時間②（14:45〜14:55）

恒例！ この１年で⾒た展⽰とプログラム―今年はニューヨークのこどもの博物館編！
（染川 香澄／ハンズ・オン プランニング）

こども達が社会を理解していくうえで、どのような機会を⽤意すれば、何かの考えに偏ることなく、自分でフェアに考える人に
なっていけるのか。市⻑選挙の日に実施されたこども対象のプログラムを中心に、ニューヨークで出会った最新事例を紹介しま
す。

『修復のお仕事展』がつなぐ人とモノ（森 由美／株式会社森企画）
⽂化財の保存修復に携わる技術者たちによる『修復のお仕事展』は、年一回の開催で昨年９回目を迎えました。日本画・油彩・
染織・彫刻・建造物の修復や、保存修復支援、保存⽤品販売まで、よく分からない？専門的？な修復の仕事と仕事人を一般の人々
とつなげる試み、その足跡をご紹介。

〜尾瀬に⾏こおぜ！〜尾瀬を楽しむ認定ガイド制度（伊澤 菜美⼦／NPO法人片品・⼭と森の学校）
唱歌「夏の思い出」で有名な尾瀬、年間30万人もの⽅が訪れます。その尾瀬の自然を案内する者達に、尾瀬認定ガイドという尾
瀬ガイド協会が認めたガイド達がいます。「尾瀬にガイド認定制度が必要である」という提⾔からはじまったこの制度。その取
組みと尾瀬の魅⼒をご紹介します。尾瀬に⾏こおぜ！と⾏きたくなるかも♪

公園を作る・使う・つながる・つなげる（⼩田 貴志／⻄武造園株式会社）
「公園は地域を映す鏡」・・・公園の規模・場所・設置目的などによって、地域市⺠による使われ⽅や利⽤者がそこで何と出会い、
何とつながるのかも様々です。公園の指定管理者を担う⺠間企業のスタッフとして思うところをお話しします。



時間③（15:00〜15:10）

ビジネスシーンで「つなぐ人がおさえたい 10のこと」
（橋田 知世／WORKSTYLINGビジネススタイリスト）

法人向け多拠点型シェアオフィス「WORKSTYLING」で、コーディネーター（コミュニティマネージャー）として関心のあう
ビジネスマン同⼠をつなぎ続けた経験を元に、ビジネスシーンで人をつなぐ際に押さえるべきポイントを紹介。

フリーランスの⼥性サメ専門家 シャークジャーナリスト（沼口 麻⼦／フリーランス）
サメ好きのわたしが「好き」を仕事にした理由と、シャークジャーナリストの活動などを紹介。渋⾕区で OLを8年間していた
が、大好きなサメを仕事にしたいと考え、2012年12月にフリーランスに。現在は、ボアエージェンシー所属タレントとして、
テレビやラジオ、雑誌などでサメの魅⼒を発信中。

『つながる』からはじまる未来〜美術鑑賞＆ビジネス（東 孝彦／会社員）
2007年に東京都現代美術館のガイドスタッフとしてデビューして10年あまり。さまざまなご縁から、いろいろなガイドツアー
をさせていただきました。そのなかから節目となる2017年に⾏った取組をご紹介し、2018年に実施したい、美術の分野にとど
まらないコラボレーションをプレゼンさせていただきます。

現役通訳ガイドが語る「インバウンドの食」（古屋 絢⼦／英語通訳ガイド）
全国通訳案内⼠として、海外からのお客様を日本各地にお連れするガイド絢⼦のミニトーク。外国人観光客は日本滞在中にどん
なものを食べてるの？定番&意外な人気メニューは？彼らの視点から、日本の食を再発⾒してみませんか？

時間④（15:15〜15:25）

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館の紹介（平澤 桂／アクアマリンいなわしろカワセミ⽔族館）
福島県のほうど中心・猪苗代町にあるアクアマリンいなわしろカワセミ⽔族館。福島県内に生息する淡⽔生物を中心に紹介し、
中でも⽔生昆虫（特にゲンゴロウ類）や県内に生息する両生類をフォーカスし20センチのキューブ⽔槽で一種類ずつ展⽰してい
ます。そんなマニアックな生き物たちについてご紹介します。

話の⾒える化を活⽤〜発達障害と社会を繋ぐ場づくり〜（鈴⽊ さよ／TAGAYASU）
話の⾒える化を活⽤した場づくりを探求しています。絵と⽂字をリアルタイムにその場で描くことで、対話や会議の活性化や、
関係性の質の向上など、様々な場面で活⽤できるグラフィックファシリテーション。発達障害者と支援者、研究者等が対等つな
がれる場づくりへの活⽤を中心にご紹介させていただきます。

異⽂化コミュニケーション「プロボノ」が⾯⽩い。（高瀬 桃⼦／Willing Hands On）
社会経験によって得たスキルや知識を活かすボランティア活動「プロボノ」。知名度が上がってきたとはいえ、実際にプロボノ
をやった／やってもらったという人は多くありません。自⾝のプロボノ活動や、中間支援組織として⾏なったプロボノ支援の中
で、⾒聞きしたこと、感じたこと、プロボノの可能性についてお伝えします。

⾒つけてビックリ！情報でつなぐ樹⽊の変化（⼩⼭ 泰弘／⻑野県林業総合センター）
私たちが毎日のように⾒ている公園の⽊。樹⽊である以上、毎年一本ずつ年輪を刻み成⻑しているはずだけれど、日々の生活に
溶け込んで、その変化にはなかなか気づかない。でも、世の中の様々な情報をつないでみたら・・・。半世紀を駆けた一本の⽊
に注目します。



時間⑤（15:45〜15:55）

自然と人間のよりよい関係をめざす「ひみつ基地」（棚橋 早苗／ひみつ基地）
私たち人間はこの奇跡の星 地球の自然の中でどう生きていけばよいのか。⼩さなことでもそのためにできることはないだろう
か。フィールドワークや学びを続けながら、デザインにできることを模索しています。「ひみつ基地」「地球永住計画」等の活
動を紹介します。

『SEEK』：自然公園施設での地図情報ツールの活⽤（古瀬 浩史／帝京科学大学アニマルサイエンス学科）
昨年は、Googleからツナギストをお招きし、地図情報ツールの可能性について45分ワークショップを⾏いました。古瀬研究室
とインタープリテーション協会の仲間で試⽤開始した自然情報記録のシステム『SEEK』の紹介と、自然公園施設等での活⽤につ
いて経過報告をします。

かわいいで伝えるサイエンス グッズを使った教育普及（片⼭ 美雪／下仁田ジオパーク）
かわいいを切り口に、科学の裾野を広げることを目標として活動を⾏っています。「かわいい科学グッズが欲しい！」「科学
のことをちゃんと知ってほしい！」どちらもあきらめない、かわいいグッズを使った科学教育普及の取り組みを紹介します。

SDGｓ×日能研（高⽊ 幹夫／日能研）
学ぶことは、自分を変えていくこと。SDGｓの17のゴールを使って、“世界に未来につながっている今”を考えたい。⼦どもた
ちと一緒に学びを作っていく中で、私たち大人もいろいろな挑戦をしています。SDGｓとつなげてお話ししたいと考えています。

時間⑥（16:00〜16:10）

⼤切な人が元気になる!「ほめ介護のススメ」（⼩野寺 美和／Happy Life Labo）
寿命100年時代の心の備え『ほめ介護』は、介護哲学「ユマニチュード」をベースに、ほめ達とアドラー心理学を融合したアプ
ローチ⽅法。表情や声掛けなどの接し⽅を変えることで、症状や⾏動に変化が起こります。介護する側も、される側も元気で、
自分らしくいられるマインドセット（心構え）・関わり⽅をお伝えいたします。

津波復興祈念資料館「閖上の記憶」（丹野 祐⼦／閖上中学校遺族会）
語り部を始めたきっかけ、語りつぐことの意味、いのちの大切さ。普段「閖上の記憶」での活動をご紹介させていただきます。

”Visionがたり”という試みについて（鵜川 洋明／ミラクカンパニー株式会社）
人の内側、奥の⽅には、誰しもが必ず”本当はこういう世界を⾒てみたい、生きてみたい”という源泉があるんだと私は信じてい
ます。本来それを描く創造⼒と想像⼒と表現⼒を人は持ち合わせているはずなのに、それを使い育む場がないのはもったいない。
という思いからライフワーク的にしている私の試みのご紹介。

福祉×デザイン（奥村 奈央⼦／NAOKO）
福祉×αコーディネイトで、福祉からの社会へ提案する。安定・量産のものづくりから、個別性・独自性・限定性の物語へ。



時間⑦（16:15〜16:25）

東京諸島での地域ビジネス入門（伊藤 奨／一般社団法人アットアイランド）
3度目のフォーラム参加となります。「想い」だけの 1年目。「法人化・移住」の2年目。そして「ゲストハウス開業」の 3年
目。 1年ごとに少しずつ進んできました。島で事業を起こすにあたっての、失敗や成功、生きにくさや豊かさなどの実体験を皆
さんと共有し、「島×〇〇」の繋ぐ可能性を一緒に考えたいと思います。

⼦ども・若者の参画がまちを変える。（土肥 潤也／NPO法人わかもののまち静岡）
⼦ども・若者はほとんどの場合、【育つ】」存在として捉えられます。しかし、彼らも大人と同じようにまちに暮らす市⺠であ
り、まちに【参画】するチカラを持っています。"静岡を世界で一番、若者に優しいまちに"していくための挑戦について、静岡
での実践も交えながらお話させていただきます。

川崎の⼤型マンション ジモト連携と副産物（⼭本 美賢／株式会社ロックアップ）
川崎市は溝の口の１１００世帯を超えるマンションは築３６年と人と建物の⽼いが課題。近隣の築年数の異なる大型マンション
と課題を共有しながら連携を進める。そこで思いもよらない副産物も。事例を紹介いたします。

U/Wインタープリター養成講座の開催（檀野 清司／日本安全潜⽔教育協会）
1989年に清⾥環境教育フォーラムに参加をきっかけに、環境教育に⾸を突っ込んだダイバーです。昨年、NPO日本安全潜⽔教育
協会で、スクーバダイビングガイド対象のインタープリター養成講座を開催しました。経緯や内容を紹介します。



ね ２日目：45 分間プログラム

ツナギストと実⾏委員が実施する多種多様なプログラム。
情報交換や意⾒交換を通して、多くの“つながり”が生まれました。

会場
時間

新館ホールA 新館ホールB 黙想館 アンデレホール 本館ホール
⼋ヶ岳

自然ふれあい
センター

１時間目
09:15

あなたの活動の
コミュニティ価値
を考える2700秒
（川路 武／
⼩笠原 祐司／
猪股 有佐）

持続可能な開発目
標（SDGs）を
自分たち事にする
（林 浩二）

生きるための物語
をつむぐ―星にな
った⼦どもと共に
（高橋 真理⼦／
染川 香澄）

くんくん散歩で
チュン〜清⾥編〜
（杉浦 裕志／
三原 重央／
井上 尚⼦）

OHカードと探求
する⽔の味わい
（藤本 ⻘／
⼩笠原 啓一）

うまい人は
やっている！
アイスブレイク

活⽤法
（中⻄ 紹一／
梅崎 靖志）

２時間目
10:20

野外共同保育を
親の互助会に
育てるために
（梅崎 奈津⼦）

不動産から
まちづくりへ。
「困った」の
⾒つけ⽅。
（⼭本 遼）

つなぐ
つながる
コーチング
（若柳 翼）

日本の食で
世界を変える

TABLE FOR TWO
（安東 迪⼦）

ダイアログ
ライク

ア チャイルド
（⿊井 良⼦）

「まち」から
「さと」へ
（宮村 知⾏）

３時間目
11:25

まちとミュージ
アムと遊びを
つなぐを考える
（五⽊田まきは）

患児の家族に
思いを寄せて
みませんか？
（大和 淳）

震災を経て昇華し
た300年土着企業

の役割
（⾥⾒ 喜生）

虫の目と鳥の目で
活動を評価し、
より良い活動に

しよう
（藤⽊ 勇光）

音楽の処⽅箋
〜音楽で生活に
彩りを♪

（加藤 美菜⼦）

フードバンク活動
で、おすそわけ⽂
化の復活を！
（川口 明美）

4時間目
14:00

「教える」から
「引き出す」へ
〜対話型鑑賞の

可能性
（鈴⽊ 有紀）

つなぐ人のための
「本当の仕事」
ワークショップ
（宮本 大輝）

森に出よう
〜キープ協会の
自然体験
プログラム
（関根 健吾）

うふふなミカン
de

ミカンと友達
（平原 由樹）

家に眠るモノで
ファンド
レイジング
（三井 恒雄）

つみきのそのさ
んとあそぼう！
つながろう！

（園田ひでふみ）

５時間目
15:05

曼荼羅チャートを
利⽤した

ワークショップ
設計

（大間 哲／
大下 雄真）

ソーシャルデザ
インとしての

フェスづくり入門
（雨宮 優）

♪らしさアート
〜本当の自分の
声を（音）聴く
（太田 美保／
鈴⽊律⼦）

アンガーマネジ
メントのファー
ストステップ
（宮坂 洋⼦）

森を守る
オイル

キャンドル
（松浦 麻⼦）

つながりに
疲れたひとへ
落書きに
できること
（肥後 祐亮）

６時間目
16:10

常設展から
発展させる

企画展⽰の可能性
（中村 千穂）

百年後も
愛される、

面白きデザインを
考える

（横⼭ 貴敏）

自分の中にある
価値を探す
カードワーク
体験！

（高嶋 大介）

歌って踊って、
環境啓発♪
（堀内 佳菜）

ZEN呼吸法
〜イキるとは
イキして
いること

（椎名 由紀）



１時間目・新館ホールA

あなたの活動のコミュニティ価値を考える 2700 秒
（川路 武／⼩笠原 祐司／猪股 有佐）

2018年1月イギリスで孤独問題担当大臣の新設のニュースが世界を駆け抜けました。ようやくコミュニティが持つ実質的な価値が
現実の形になって現れ始めたのかも知れません。日頃のコミュニティ作りに精を出す三人が、皆さんの活動におけるコミュニティ
価値について一緒に炙り出していきます。当日はトリオにこだわります！

１時間目・新館ホールB

持続可能な開発目標（SDGs）を自分たち事にする
（林 浩二）

持続可能な開発目標（SDGs）の17枚のカードを使うアクティビティを考えます。国連総会で 2030年までに世界が達成すべき目
標として採択された「持続可能な開発目標」のカラフルなロゴ 17枚を使うアクティビティをチームでで作ってましょう。⾝近な
問題と世界の課題がどうつながるか、お楽しみに！

１時間目・黙想館

生きるための物語をつむぐ―星になった⼦どもと共に
（高橋 真理⼦／染川 香澄）

「かけがえのないものの死は、多くの場合、残されたものにあるパワーを与えてゆく。」（星野道夫）
残されたものに必要なのは、「かけがえのないもの」の生と死を、自⾝の生につなぐ物語を生み出すことなのでしょう。喪失体験
に耳を傾け、それを⾔語化し、物語る。そのきっかけづくりをしてみたいと思います。

▲コミュニティとは何だろう？ ▲コミュニティのつながりを図に ▲この場も新たなコミュニティに

▲チェックリスト＝曼荼羅図の紹介 ▲活動評価の新たな尺度に ▲より良いCSR活動を目指して

▲プラネタリウムを⾒上げながら ▲喪失体験に耳を傾ける ▲星が伝える「生きるための物語」



１時間目・アンデレホール

くんくん散歩でチュン〜清⾥編〜
（杉浦 裕志／三原 重央／井上 尚⼦）

⾔葉は最⼩限に、清泉寮の周りを散歩します。出会うのは匂い、音、温度、草花？野鳥？普段は使わない感覚を研ぎ澄ませて、⾝
体に落とし込んでいきます。二日目を朝、ゆるりと始めたい皆様。お気軽にご参加ください。悪天候の時は室内で、自然物の匂い
をくんくん。窓から眺めてチュン。

１時間目・本館ホール

OH カードと探求する水の味わい
（藤本 ⻘／⼩笠原 啓一）

「⽔」といっても、実はちょっとずつ味わいが違います。味わう人によっても違います。何種類かの⽔をテイスティングしながら、
目に⾒えないけれど奥深い「味覚」について、インスピレーションカードである OHカードを使って表現してみます。その後、み
んなで⽔×〇〇（お茶や紅茶等）という組み合わせも探求してみましょう。

１時間目・⼋ヶ岳自然ふれあいセンター

うまい人はやっている！アイスブレイク活⽤法
（中⻄ 紹一／梅崎 靖志）

うまい落語家は枕を振って場を温め、ごく自然に噺へと入っていきます。参加体験型の場でおなじみのアイスブレイクも、これと
同じ。場を温めつつ、参加者の気持ちを本題につなげる伏線です。楽しいゲームや単なる自己紹介で終わらせないためのアイスブ
レイクの活かし⽅について、みなさんと考える45分です。

▲雪を踏みしめながら森へ ▲室内と野外との空気の違いを感じる ▲自分の感性に委ねることも必要

▲OHカードで自己紹介 ▲５種類の⽔を飲み比べる ▲⽔の違いがもたらす味わいの違いは？

▲アイスブレイク上⼿に使えていますか？ ▲実際に⾝体を動かしながら ▲アイスブレイクの活かし⽅を意⾒交換



２時間間目・新館ホールA

野外共同保育を親の互助会に育てるために
（梅崎 奈津⼦／森の共同保育「はねこっこ」）

⼭梨県都留市で2012年10月に活動開始した野外共同保育「はねこっこ」。親⼦が一緒に自然の中を“淡々と”歩き、感じる。その先
に⾒据えていたのは「⼦育て中の親の友達を1人か、2人、できれば3人作れたらいい」「互助関係が真の⼦育て支援になる」とい
う親類縁者のいない移住⼦育て者の視点でした。

２時間目・新館ホールB

不動産からまちづくりへ。「困った」の⾒つけ⽅。
（⼭本 遼／R65不動産）

当日は、R65不動産で⾏なってきた、高齢社会に向けた空き家の使い⽅と、シェアハウスからできるまちづくり、外国人を呼んで
地域を盛り上げる⽅法など、おつたえします。空き家の活⽤や、まちをもっと盛り上げたい人に向けて、一緒に少⼦高齢社会につ
いて考える時間にしたいと思います。

２時間目・黙想館

つなぐ・つながるコーチング
（若柳 翼／学びの案内人）

「つなぐ人」とはいうけど、つなぐってなんだ？相⼿とつながるにはどうする？ そんな問いを、相⼿との協働関係＝「繋がり」
をつくることが要と⾔われているコーチングをヒントに探究していきます。つなぐこと・コーチングに興味のある⽅、また私と
同じく「人⾒知り・話すのが苦⼿」だという⽅、ともに探究しましょう。

▲信頼関係のある大人に⾒守られて ▲⼦どもは安心して活動できる ▲つながりが生まれるために大切なことは？

▲不動産をめぐる高齢者の現状 ▲「R65×○○」を考える ▲超高齢化社会をポジティブに捉える

▲“つなぐ”をコーチングから考える ▲コーチングは相⼿の可能性を引き出す ▲実際にコーチングを体験



２時間目・アンデレホール

日本の食で世界を変える TABLE FOR TWO
（安東 迪⼦／特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International）

TABLE FOR TWOは、世界の肥満と飢餓の問題を同時解決することを目指し、2007年に日本で設⽴されたNPO法人です。
10年間の活動の軌跡や支援先の状況についてお話させていただきます。

２時間目・本館ホール

ダイアログ ライク ア チャイルド
（⿊井 良⼦／プラムネット㈱アウトドア共育事業部体験活動リーダースアカデミー）

日々の忙しさに、忘れていた感覚をよみがえらせる。発達講座のワークショップ、チャイルドビジョンの（制作）と体験。
★こどもの頃夢⾒ていた「そうだったらいいのにな」を叶えたときの感情で話すワークです。

２時間目・⼋ヶ岳自然ふれあいセンター

「まち」から「さと」へ
（宮村 知⾏／自然教育研究センター）

都市型自然体験施設で来館者に環境教育の一環で、来館者が旅⾏に⾏く時に一つの選択肢としてエコツアーや⼭間部や海の施設を紹
介できればと日々考えてます。そこで「まち」と「さと」のつながりの可能性を具現化できればとおもいます。

▲設⽴の経緯や名前の由来などを説明 ▲参加者からも次々にプロジェクトのアイデアが

▲一番⼩さかった頃の記憶は？ ▲５歳児の視野を体験できるメガネ
「チャイルドビジョン」

▲共感は記憶を作りかえることができる

▲都市部（まち）の人に
郊外（さと）の情報を提供するには？

▲施設パンフレットをどのように置くか？ ▲アイデアの実⾏を宣⾔



３時間目・新館ホールA

まちとミュージアムと遊びをつなぐを考える
（五⽊田 まきは／⾦沢大学大学院）

まちづくりや地⽅創生が声高に叫ばれる昨今、博物館はまちと人にとってどのような場になりうるか。「遊び」をキーワードに中
⽶ホンジュラスでの活動事例紹介を交えながら、まちとミュージアムを楽しむことを考えます。

３時間目・新館ホールB

患児の家族に思いを寄せてみませんか？
（大和 淳／新潟市⽔族館マリンピア日本海）

病気やケガで⻑期に入院・療養している⼦供たちの親やきょうだいはどんな思いでいるのでしょうか、そして、私達はその親や
きょうだいへどんな支援や応援ができるのでしょうか。プログラム前半は想像⼒を働かせながら家族の思いを考えます。後半は参
加者同⼠の対話を通して、自分たちごととしてできることを考えます。

３時間目・黙想館

震災を経て昇華した 300 年⼟着企業の役割
（⾥⾒ 喜生／いわき湯本温泉古滝屋）

マーケティングやビジネスが大好きなホテル経営者。震災後生き⽅が一変した。いいえ変わったのではなく武器や鎧は必要なくな
った。観光業は卒業、未来づくり業に転籍。衣食住エネルギーについて根底から考え、人とのつながりの効果、今後の生き⽅や⼦
供たちへの未来を真剣に考えていきましょう。

▲ゲームをコミュニケーションツールに ▲パトリというすごろくを体験 ▲遊びこそ⽂化の起源

▲家族にまつわる自分の経験を思い出す ▲患者の家族を想像して沸き起こる気持ちは？ ▲「思いを寄せる」とはどういうことか？

▲震災前後で一変した生き⽅ ▲改めて復興とは何か？ ▲旅館や温泉が「多様性を調和する場」に



３時間目・アンデレホール

⾍の目と⿃の目で活動を評価し、より良い活動にしよう
（藤⽊ 勇光／J-POWER電源開発株式会社）

2015年に活動改善のための評価検討会（事務局JEEF、企業6社、有識者3名で構成）を開催し、活動改善のためのチェックリスト
を作成し、2016年に社会的インパクト評価に参加してロジックモデルを作りました。チェックリスト（虫の目）とロジックモデ
ル（鳥の目）を紹介し活動改善について考えます。

３時間目・本館ホール

⾳楽の処⽅箋〜⾳楽で生活に彩りを♪
（加藤 美菜⼦／東京室内管弦楽団）

日常の様々なシーンと音楽の効能を、具体的な例を挙げて説明し、体感してもらいます。⼿拍⼦などによるリズムセッションで、
アンサンブルが合った時の快感を体感してもらえたらと思います。

３時間目・⼋ヶ岳自然ふれあいセンター

フードバンク活動で、おすそわけ⽂化の復活を！
（川口 明美／フードバンクとやま）

飽食の時代「食べ物を大切にする」気持ちを忘れていませんか？ フードバンク活動は食品廃棄物を抑え、微⼒でも地球環境を守り
ます。食べ物を大切に思う気持ちや、人と人の助け合う気持ちが育ちます。物を大切にする古き良き日本にもともとあった活動、
人と人とが温かくつながる「おすそわけ⽂化」を一緒に広めましょう！

▲複数の「目」で活動を評価する ▲参加者同⼠の意⾒交換も活動改善のヒントに ▲参加者からの質問が絶えなかった

▲バイオリンの生演奏でスタート ▲音楽は気分を整えるのに役⽴つ ▲クラシックをもっと⾝近に楽しむ
アイデアを出し合う

▲ニュース映像で活動紹介 ▲ゲームを通じて食べ物のつながりを考える ▲食べ物のつながりは人のつながり



４時間目・新館ホールA

「教える」から「引き出す」へ〜対話型鑑賞の可能性
（鈴⽊ 有紀／愛媛県美術館）

「どこからそう思う？」という質問を中心に進む対話型鑑賞。「みる・考える・話す・聴く」という思考サイクルで、美術や医療
分野、⺠具や自然観察など、広く応⽤ができます。けれども、「対話」の進⾏役が「教える」姿勢のままになっていると…。ここ
では学校や博物館での取り組みを例に学習者主体の学びについて探ります。

４時間目・新館ホールB

つなぐ人のための「本当の仕事」ワークショップ
（宮本 大輝／21世紀のしごとを共につくる「しごと商店」）

「より良い生き⽅・働き⽅」とは何かを振り返り、再発⾒、再創造する時間です。「天職は探すものではなく、創るもの」そんな
コンセプトを元に、開発されたワークショップの特別版です。終了する頃には、自⾝の深いところと繋がり、より良く生きるため
のご縁に導かれやすくなっていることを意図して企画しています。

４時間目・黙想館

森に出よう〜キープ協会の自然体験プログラム
（関根 健吾／公益財団法人キープ協会）

45分プログラムも３時間目を終えて、頭もおなかもいっぱい？ さあ、この時間は気分転換を兼ねて、森に出かけましょう。 冬の
清⾥の凜とした空（そら）を⾒上げて、⾝も心も空（から）に。 自然に親しみ、自分を⾒つめる時間を、キープ協会スタッフが
ご案内します。

▲学習者が主体となる「対話型鑑賞」 ▲「問い」と「場づくり」で
鑑賞者の考えを引き出す

▲皆さんはどのように「引き出し」ていますか？

▲仕事に対する価値観は変わりつつある ▲私自⾝の「純粋な意欲」は何？ ▲「天職創造」でより良い生き⽅・働き⽅を

▲銀マットと毛布を持って森へ ▲森の中で⼩動物ヤマネについて解説 ▲ヤマネの気持ちになって雪上に寝転がる



４時間目・アンデレホール

うふふなミカン de ミカンと友達
（平原 由樹／グリーン・ビオするが路）

食べる人・つくる人・そして大地が笑顔になれる「うふふなミカン」。低農薬ミカンづくりを通じた⾥⼭保全プロジェクトを静岡
でやってます♪漢⽅薬やアロマなど広く活⽤されるミカンのチカラ。チンピなティータイムを楽しみながら、うふふなミカンの
アロマウォーター抽出体験など五感でミカンの魅⼒を感じてみませんか？

４時間目・本館ホール

家に眠るモノでファンドレイジング
（三井 恒雄／NPO向け物品寄付型ファンドレイジングプログラム『お宝エイド』）

家に眠る価値あるモノをNPOの資⾦調達として寄付を募る「お宝エイド」で121団体と取り組んでます。寄付市場が⼩さな日本で
も、モノの豊かさからの脱却、高齢化での生前整理や遺品整理などの機会もあり、単なる資⾦調達だけでなく、団体の活動共感支
援の仲間集めの⼿法としても広がりつつあり、その⼿法についてお話いたします。

４時間目・⼋ヶ岳自然ふれあいセンター

つみきのそのさんとあそぼう！つながろう！
（園田ひでふみ／このこのまごまで つみきのそのさん）

つみきって、こどもの遊びでしょ？ (- -?)答えはＮＯ！ (^-^) 精神年齢５歳の つみきのそのさん が、日本一のつみき「童具館
のワクブロック」の⽴⽅体と直⽅体だけを使って、冷めたオトナをアツくすることをお約束します。 さあ、つみきのそのさんと
あそぼう！ そしてみんなでつながろう！(ﾟ∀ﾟ)

▲誰もがうれしいミカンづくりを目指して ▲「皮まで食べられる」低農薬ミカン ▲アロマウォーターでバスボムづくり

▲物品寄付成功のカギは… ▲1.広報 2.仕分け ▲3.現⾦化 4.報告と謝礼

▲つみきを使った昔話から ▲ドミノ倒しに挑戦 ▲きれいにドミノが倒れると大歓声



５時間目・新館ホールA

曼荼羅チャートを利⽤したワークショップ設計
（大間 哲／大下 雄真）

進⾏する時間を時計回りに表現した、ファシリテーション・ツール「曼荼羅チャート」。WSの計画を視覚的に捉え、構造化や階
層化が容易になります。キャンプリーダーのトレーニングや、看護師のキャリア・デザインセミナー等の事例を⾒ながら、曼荼羅
チャートの描き⽅を紹介し、より良い使い⽅をいっしょに考えましょう。

５時間目・新館ホールB

ソーシャルデザインとしてのフェスづくり入門
（雨宮 優／Ozone）

大切なことも楽しくて面白くないと広がらない世の中です。SDGsが終わったあとの世界をフェスとして考えるWSを⾏います。
フェスづくりを通してエデュテイメント（教育+エンターテイメント）の技術を学んでいきます。

５時間目・黙想館

♪らしさアート 〜 本当の自分の声を（⾳）聴く
（太田 美保／鈴⽊ 律⼦）

「明日命が燃え尽きるとしたら、どんな自分を生きたいですか？」がんばってきたことが、本当にやりたいことじゃなかった私。
ありのままの自分、本当の自分らしさって？ 脱・良い人、嫌われる勇気、正しさより楽しさ♪ 本当に大切なひと、もの、こと。
「死」と「想像⼒」が生み出す、本当の自分の声を描くＷＳです。

▲計画を視覚的に捉えるツール ▲実際に曼荼羅チャートを描いてみる ▲「目的を意識できる」「全体像を俯瞰
できる」と感想はさまざま

▲フェスティバルとは？ ▲フェスの持つ大衆性・多様性・神秘性 ▲フェスのデザインにトライ

▲様々な「死」の体験が
自分らしさを出すきっかけに

▲もし半年後に死んでしまうとしたら、
自分は何をしたいか？

▲本当に大切なものが⾒えてきた



５時間目・アンデレホール

アンガーマネジメントのファーストステップ
（宮坂 洋⼦／コーチ・シエスタ）

怒りの感情に振り回されることなく自分が感情の主人になる。そのひとつの⼿法がアンガーマネジメントです。観察、理解、実践
によって達成されます。本プログラムではそのファーストステップとして主に、観察と区別そして衝動のコントロールについて焦
点を当てます。若⼲のレクチャー及びワークとシェアを中心にすすめます。

５時間目・本館ホール

森を守るオイルキャンドル
（松浦 麻⼦／WWFジャパン）

火を囲むって温かい気持ちになります。その囲む火が、森を守ることにつながっていたら素敵じゃないですか？どうしてオイル
キャンドルが森を守ることになるの？というところから、ゆったり火を囲むまでを、まったり 45分お届け。

５時間目・⼋ヶ岳自然ふれあいセンター

つながりに疲れたひとへ 落書きにできること
（肥後 祐亮／特定非営利活動法人グローカル人材開発センター）

ひとつの円になってひとりひとりがその時、感じていることを話すことに耳を傾け、その出てきた話を僕がひたすら描きます。
その中から、⾒えてくる「場」のこえを参加したみなさんと分かち合うワークをします。

▲最近どんなことで怒りましたか？ ▲誰かの「〜べき」と
自分の「〜べき」の差が怒りに

▲怒りのピークは６秒
これを待つことで冷静に

▲持続可能なパーム油とは？ ▲⾊とりどりのオイルキャンドル ▲消費者の声が持続可能な社会につながる

▲ワークショップ疲れ？
思い思いに過ごして

▲床一面の紙に感じたことを「落書き」 ▲自分や他者の声を「⾒える化」



６時間目・新館ホールA

常設展から発展させる企画展⽰の可能性
（中村 千穂／（公財）ふくしま海洋科学館 アクアマリンふくしま）

アクアマリンいなわしろカワセミ⽔族館では、この夏⽔生昆虫に特化した企画展を考えています。常設展⽰では⽔生昆虫を中心に
20㎝キューブ⽔槽で一種ずつ展⽰していますが、ここからハンズオンを織り込んだ企画展の可能性を皆さんと考えたいと思います。
昨年実施した「アクアマリンこどもまつり」についても報告します！

６時間目・新館ホールB

百年後も愛される、⾯⽩きデザインを考える
（横⼭ 貴敏／ボノ株式会社）

人が集まる仕組みってなんだろう？東京の寂れた路地裏に作られたコミュニティスペース「我楽田工房」は、人が集まる仕組みを
追求するため全国の地域と繋がりながら様々なプロジェクトを展開しています。これまでやってきた場作りデザインの考察と、今
年新たに始める東京都のイチオシ応援事業「くみぐま」について語ります。

６時間目・黙想館

自分の中にある価値を探すカードワーク体験！
（高嶋 大介／富⼠通HAB-YU）

富⼠通の共創の場であるHAB-YUでは、参加者が自分ゴトとして考えながら対話をすることを大切にしています。これまで 50社
以上のクラインワーカーに実施して来ました、イメージカードを使う対話の場を体験してください。

▲つなぐ人フォーラムをきっかけに
活動の幅が広がった

▲⽔生昆虫の企画展を検討中 ▲参加者の自由な発想から
新たな展⽰アイデアが

▲東京・⽂京区にある
コミュニティスペース「我楽田工房」

▲デザインが生む人や物、お⾦の流れ ▲デザインは未来を創る

▲本当にやりたいことを自分の内面から探す ▲イメージカードで自分の将来を想像 ▲対話から引き出される自分の思い



６時間目・アンデレホール

歌って踊って、環境啓発♪
（堀内 佳菜／公務員）

「野生動物にエサを与えてはいけません」。この⼿の類のこと、一生懸命伝えているのに伝わっていないなぁ…と凹んだことはあ
りませんか？人は「マジメ」な話ほど聞きませんよね。だったら、今度は少し「不マジメ」にして伝えてみませんか？みんなで
マジメなメッセージを歌って踊って不マジメに届ける WSを開催します。

６時間目・本館ホール

ZEN 呼吸法〜イキるとはイキしていること
（椎名 由紀／ZEN呼吸法）

江⼾時代の禅僧白隠禅師が遺した本「夜船閑話（ヤセンカンナ）」にある呼吸法を実践し、20個以上あった不調を全て克服した経
験を踏まえ、それをZEN呼吸法としてメソッド化。禅の世界に普遍に存在していた「三調」で心⾝を最良の状態に調える、簡単で
誰にでも今すぐにできる歴史ある健康法をご紹介します。

▲海外の環境啓発の動画を紹介 ▲⽝のマナー、雷、熱中症をお題に ▲歌と踊りで表現

▲「調」とは何か？ ▲正しい姿勢をペアで確かめ合いながら ▲カエル座りで呼吸を意識



ね ３日目：2.5 時間ワークショップ

①刀で語ろう！ 〜今日から刀を⾒る目が変わる!!〜
実施者：東 孝彦／篠⽊ 由喜／松田 佳代／森 由美

⼑の⾒⽅は？⼑を所持するには？素朴な⼑への疑問に答えながら、本物の日本⼑
が登場。ズシリと重い⼑を実際に⼿にして鑑賞。⼑はそれぞれに個性とそれを表
す専門⽤語があるが、それを自分なりの⾔葉で表現し、⼑の魅⼒を分かりやすく
伝える工夫を考える。さらには⼑を有名人にたとえるといった「擬人化」も試み
た。

②ナニがわからないのかがわかる 2.5H
〜閖上の記憶＆フードバンクとやまの例から〜

実施者：跡部 浩一／⼩笠原 祐司／川口 明美／丹野 祐⼦／三井 恒雄

システム思考は、問題の全体像を把握しながら、本質的で持続的な働きかけを探
るアプローチ。問題の周りの要素だけでなく要素間のつながりにも着目。今回は
参加者の活動を題材に「時系列パターングラフ」と「ループ図」を書き、問題解
決のロードマップづくりのヒントを得た。

③三宅島の空き別荘を暮らせるオモシロイ場所にしたい！
実施者：伊藤 奨／田中 咲⼦／高嶋 大介／橋田 知世／⼭本 遼

人、自然、歴史と多くの魅⼒を備える三宅島。ここで空き別荘を活⽤したシェア
ハウスの運営をしたい。集まった参加者とシェアハウスの可能性について熱論。
あまりに話が⽌まらないので、沈思黙考する時間を挟みながら、アイデアを付箋
に書き出す。多様な参加者の集まりから生まれるアイデアは、つなぐ人フォーラ
ムならでは。



④「さと」と「まち」の施設のつながりをつくる
実施者：坂本 和弘／林 浩二／松岡 宏明／宮村 知⾏

45分プログラムでは、都市部（まち）の人に郊外（さと）の情報をどのように提
供するかをディスカッションしたが、この時間では、それをさらに広げる・具体
化する作業を進めた。施設にまつわるアイデアに限らず、団体同⼠や自然体験活
動における「さと」と「まち」のつながりについても活発な意⾒交換がされた。

⑤肩書きのないオトナのアソビバ
実施者：安東 迪⼦／五⽊田 まきは／鈴⽊ 沙代／園田ひでふみ／村上 和博／横⼭ 貴敏

日常では職業・年齢・性別などいわゆる肩書きを意識してしまうが、遊びの中で
はみんながフラット！マヤ⽂明のすごろくパトリ、積み⽊、コインゲームなど、
実施者が持ち寄った遊びを相互に体験。楽しく遊んだ後は、遊びを通して生まれ
る「つながり」について、参加者同⼠で考えをわかちあった。

⑥星を⾒上げ、生きるを奏でるハルモニア♪
実施者：太田 美保／⿊井 良⼦／鈴⽊ 律⼦／高橋 真理⼦／肥後 祐亮／丸⼭ 高弘／宮本 大輝

プラネタリウム、ピアノ、歌…心地よく五感を揺さぶる空間の中で、生や死に向
き合い、ありのままの自分を⾒つける時間。

⑦The Silence
実施者：雨宮 優／椎名 由紀

微かに音楽が流れる和室で呼吸法からスタート。様々な姿勢をとりながら、自分
の呼吸に意識を向ける。一番リラックスできる姿勢になったところで無音状態に。
再び流れ出した音楽に⾝をゆだねながら、自分の心⾝にも耳を澄ました。



⑧上を向こう！わがこと、まるごと、まちづくり
実施者：成川 正幸

会場に入ると、畳にコタツ。自然とコタツを囲みながらの話が始まる。和やかな
雰囲気の中にも、集まった一人ひとりのまちづくりへの熱い思いが⾒え隠れ。
お悩み共有では留まらない、次へのまちづくりへのエネルギーを得た。

⑨作戦会議!! 日本のふるさとで私に出逢う
実施者：今井 航大朗／佐藤 聖⼦／平川 美鶴

「⺠話のふるさと」と呼ばれる岩⼿県遠野市を舞台にしたエコツアーの企画会議。
「和ハーブ」「⾺」「森林セラピー」などをキーワードに、魅⼒ある地域の資源
を、どのようにツアーという形に変換していくか、２泊３日のプランを話し合っ
た。

⑩本⾳で話そう！つなぐ人フォーラムに参加してみて ＆
生き物ばんざい!! 伝えるための新しいツール創り
実施者：新井 友梨／石田 智章／大下 雄真／大間 哲／加藤 美菜⼦／高橋 宏之／中村 千穂／中⼭ 由実

平澤 咲／藤本 ⻘

動物園、⽔族館、ファシリテーター、アーティストなどなど、実施者も参加者
も多様な顔ぶれ。お題は「生き物を新しい伝えるツールづくり」。花いちもん
め、絵描き歌。声に音楽、全⾝を使っての表現と、参加者同⼠の新たなつなが
りと化学反応で生まれたワークショップ。



⑪僧侶とゆる談話 ＆ 20 代と語る悩み相談
実施者：遠藤 初穂／⼩野寺 美和／⼩杉 瑞穂／鈴⽊ 秀彰／⾕口 加奈⼦

ワークショップ企画当初のタイトルは「20代と語る（仮）」。若者向けお悩み相
談から始まったが、参加者のお一人が現役の僧侶であることから、暖炉を囲んで
の談話会に。じんわりと温まる火のような、ゆるやかな３日間のエピローグ。

⑫ロックバランスで心と身体のバランスを！＋日光写真も！
実施者：鵜川 洋明／高瀬 桃⼦／吉田 ⽴

凍てつく清⾥の冬。⼋ヶ岳ブルーと呼ばれる⻘空。白い息を吐きながらロックバ
ランスにトライ。絶妙なバランスで積み上がる石の造形の妙はもちろん、精神統
一の時間にも。後半は日光写真づくり。作ったその場がアトリエに。背景となる
自然の美しさも印象的だった。

⑬アイスブレイク互助会
実施者：清⽔ 厚志／鈴⽊ 耕平

アイスブレイク千本ノックと題して、いくつかのアイスブレイクを体験。アイ
スブレイクは次のワークを予感させるデザインにすることが大事。後半は「押し
かけアイスブレイク」。他のワークショップに乱入（？）して、その場に応じ
たアイスブレイクを試みる。効果的なアイスブレイクは、思考を広げ、場の活性
化を促してくれる。







個人協賛

� 田井中 慎（株式会社４ＣＹＣＬＥ） 様

今年も楽しくつながって下さい！

� 安田 純 様

今年も、たくさんのつながりができますように！

� 川嶋 直 様

今回も良いつながりができますように。
そのつながりが新たなムーブメントを産み出しますように。

� 八巻 香澄 様

つなぐ人フォーラムは、それまで蓄えていた種が、ここ清⾥でぱぁっと芽吹く感覚
を味わえます。みなさんからつなぐ人フォーラムの話を聞くのを楽しみにしています。

森のひこばえより。

� ⻲井 愛 様

参加はできませんが、気持ちは清⾥につながっています。
今年もすばらしい「つながり」がたくさんうまれますよう。

� 双川 歳也 様

石神井公園ふるさと⽂化館 → 練⾺区⽴美術館 → 総合システム研究所㈱と毎年所属が
変わっている双川です。3年前はツナギストとして参加させていただきました。
今年は仕事の都合がつかず、不参加とさせていただきます。
ご参加の皆様が有意義なお時間を過ごされることうらやましく思っております。
現在、PPPに関連するコンサルを生業としております。ご興味あればご連絡ください。
t.futagawa@ssk-net.co.jp

� 近藤 京⼦ 様

400人の大川村の近藤京⼦です。今回は参加できず残念ですが、
気持ちはみなさんとつながっちょります！
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