
 【企画運営】

  NPO法人銀座ミツバチプロジェクト

 （有）アグリクリエイト

 （有）地域システム創造研究所

 【後援】

  農林水産省

  中央区

  中央区教育委員会

  中央区観光協会

  中間法人農山漁村資源開発協会

  松屋通親交会

【協賛】

  日本熊森協会  

  NPO法人メダカのがっこう  

  日本在来種みつばちの会  

  　　　　日本製紙連合会  

  銀座社交料飲協会  

  場所文化フォーラム  

LLP場所文化機構  

 （株）紙パルプ会館  

 （株）NOPPO  

 （株）セレスポ  

  JTB東日本国内商品事業部  

  NPO法人ものづくり生命文明機構・地域活性化協議会   

 （株）ぐるなび  

スローフード江戸東京  

ファーム・エイド銀座2008
都市・里山・奥山 をむすぶ  サスティナブル ネットワーク フェスタ

＠銀座フェニックスプラザ／紙パルプ会館
東京都中央区銀座3-9-11（松屋銀座裏手、王子製紙本社斜向い）

あなたの「おいしい！」が
日本の地域と食を元気にします！

あなたの「おいしい！」が
日本の地域と食を元気にします！

「人と自然の共生」について、銀座から世界にメッセージを発信！

【お問合せ先】ファーム・エイド銀座2008実行委員会 事務局（アグリクリエイト内）TEL：03-3562-0126
www.gin-pachi.jp
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 【主催】NPO法人銀座ミツバチプロジェクト　 ファーム・エイド銀座実行委員会  【共催】独立行政法人　中小企業基盤整備機構　関東支部
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このチラシに記入しFAXでのお申し込みができます。
参加ご予約 F A X 申 込 書

ファーム・エイド銀座2008実行委員会 事務局
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-15,10F（アグリクリエイト内）
TEL:03-3562-0126

FAX : 03-3562-0127

ミツバチ講習会、ファーム・エイドフォーラム、銀座メッセの
セミナーには定員があります。事前予約も可能です。

各回一般1,000円／小・中学生500円
セミナーのみ大人も500円  

参加費のお支払いは各会場受付で各回開始時間の15分前から。

申込日：　　　月　　　日■ミツバチ見学会 　　  月　　日  ○を付けてください     Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ  　一般 　　　　 人　 小・中学生 　　　 人
■ 講習会、フォーラム、ワークショプ、セミナー（参加希望の日付とタイトルを記入してください）　
・　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    一般 　　　　 人　 小・中学生 　　　 人

・　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    一般 　　　　 人　 小・中学生 　　　 人

・　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    一般 　　　　 人　 小・中学生 　　　 人

WEBからも申し込めます。（エンジョイ・エコHP）

http://www.enjoyeco.com/

地域資源活用・農商工連携プログラム認定企業など、
まちやむらから自慢のおいしし食べ物が並びます！
新しい仕入先開拓に来て下さい。飲食店様、各仕入担当者様大歓迎です！
【同時開催】
■「ムービー・カフェ」
生命・環境保護・地域再生を題材にした来春公開・武田鉄矢主演映画「降りてゆく
生き方」応援団による当カフェでは、 ロケ地新潟産直品・ソフトドリンク等を販売。 
映画のプロモーションビデオを見て頂きながら、映画関係者と安らぎのある一時をお
楽しみ頂けます 。尚当映画に関係したサプライズゲストとも遭遇出来るかも・・・。

■  スローフードミニセミナー 「長崎の釜炒り茶」   13:15～
「限定18名」カステラと釜炒り茶のものがたり

【お問合せ先】ファーム・エイド銀座2008実行委員会 事務局（アグリクリエイト内）tel.03-3562-0126詳しくはWEBへ！ www.gin-pachi.jp

※各回の内容は予告無く変更になる場合があります。

11/24 
 月・振休 

『都市・里山・奥山を結んで』

■ミツバチ講習会 ：銀座ミツバチ見学会＆ミツバチ関連ワークショップ（有料）
■ファーム・エイド   フォーラム ：食や農をテーマにしたシンポジウムや講演会（有料）
★ Ginzaメッセ ：地域の食や特産品を紹介するコンベンション
★ Ginzaプチ･マルシェ ：日本中から集めたこだわりの食のセレクトショップ市

銀座ミツバチプロジェクトは、都会の真ん中でミツバチを飼うことで、
美味しいハチミツを味わい、自然を感じ、仲間と楽しみながら活動しています。
その中で「人と自然の共生」を学び、様々なつながりの大切さに気がつきました。

都市で私たちが毎日何気なく食べているものには、
里山や奥山のたくさんの地域が関わり、多くの人の想いが込められています。
ファーム・エイド銀座は、そんな地域と人を銀座から応援するイベントです。

銀座で、ちょっとだけ、こだわりの食を味わってみませんか。
銀座で、ちょっとだけ、環境や農のことを知って、考えてみませんか。

あなたの「おいしい！」が日本の地域と食を元気にします。
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銀座フェニックスプラザ／紙パルプ会館  
中央区銀座3-9-11 tel: 03-3543-8111（代表）
◆JR有楽町駅［銀座口］から徒歩７分 ◆東京メトロ 銀座駅［A12出口］から
徒歩2分◆東京メトロ 銀座一丁目駅［９出口］から徒歩５分 ◆東京メトロ 東
銀座駅［A8出口］から徒歩1分,［A2出口］から徒歩２分

■シンポジウム『都市・里山・奥山を結んで』［定員60名］10：30～12：00
都市・里山・奥山を結んでのサスティナブル（持続可能）なネットワークの再確認と、
今後の、心ある誰もが参加できる活動について議論して行きます。
 【司会】 田中淳夫氏 （ＮＰＯ銀座ミツバチプロジェクト　副理事長）
 【ゲスト】 森山まり子氏 （日本熊森協会　会長）
  中村陽子氏 （ＮＰＯメダカのがっこう　理事長）

■シンポジウム『村を元気に！』      　　　     ［定員60名］    14：00～15：30
合併しない名物村長、村を考える哲学者、地域の自立を助ける先生がこれからの
元気な地域作りを考えます。皆で応援しに来ませんか！ 
 【司会】 小田切徳美氏 （明治大学農学部教授）
 【パネラー】 内山節氏 （哲学者、立教大学大学院教授）　
  笹野寛氏 （岡山県新庄村長）

■Ｇ８（銀座の８人・銀パチ）セッション　『銀座を里山に！』［定員60名］16:45～18:30
都市と地域とのつながり、里山を通じた人と自然との共生、これからの銀座の街づ
くり、３つのテーマについて、各地で活躍するメンバーが熱く語ります！
【パネリスト】 中井徳太郎氏 （人事院課長）
  吉澤保幸氏 （場所文化フォーラム代表幹事、
  　ＮＰＯ法人ものづくり生命文明機構地域活性化協議会事務局長）　
  後藤健市氏 （北海道商工会議所青年部連合会参与、地域活性化伝導師）
  森田貴英氏 （弁護士、映画「降りていく生き方」プロデューサー）
  人見修氏 （大成建設 設計本部環境グループ プロジェクトリーダー）
  宮本恭介氏 （中央区土木部参事　公園緑地課長）
  高安和夫氏 （ＮＰＯ法人銀座ミツバチプロジェクト理事長）
　　　【司会】 長野麻子 （農林水産省企画官）

■ミツバチ見学会［大人料金の方ハチミツ50gおみやげ付］
 ［各回20名］Ａ10:30～／Ｂ11:00～／Ｃ11:30～／Ｄ12:00～

講習会、フォーラムは事前の予約ができます。参加費：　　    ＝大人1,000円（小・中学生500円）     　   ＝1人500円　￥1000 ￥500 

※いただいた個人情報はファーム・エイド銀座の各種催事の連絡以外には使用いたしません。

ファーム・エイド銀座2008

￥1000   予約可能

￥1000   予約可能

￥1000   予約可能

  無料  予約可能

￥500 

今年の銀座プチ・マルシェの集大成、全国の町から村から
地域の誇りとこだわりのおいしい食べ物が銀座に届きます。
また、地域資源活用・農商工連携プログラム認定企業も出店します。　
　★岡山県新庄村の餅つき隊が銀座に参上！
＊＊＊Ginzaメッセ、プチ・マルシェ出店予定地域＊＊＊
新庄村（岡山県）片品村（群馬県）檜原村（東京都）飯舘村（福島県）
大蔵村（山形県）西目屋村（青森県）野沢温泉村（長野県）瑞穂町（東京都）
大子町（茨城県）茂木町（栃木県）東彼杵町（長崎県）小川町（埼玉県）
地域資源活用・農商工連携プログラム認定企業（茨城県、栃木県、山梨県、神奈川県など） 

いよいよ今年最後のファーム・エイド銀座です。地域資源活用・農商工連携プログラムの認定企業や全国のまちやむらの皆さ
んが銀座に自慢の逸品を持ってきます。また、「都市・里山・奥山」で活動している皆さんと、環境保護と地域再生をテーマにシ
ンポジウムを開催します。そして出店者の皆様にも参加していただき、都市と地域のつながり、これからの銀座の街づくりを
テーマにＧ８セッション「銀座を里山に！」を開催し、ファーム・エイド銀座宣言としてこの1年の活動を総括します。

ファーム・エイドフォーラム  ミツバチ講習会

Ginza メッセ　　テーマ 『地域・村再発見』  　　　１０：００～１６：００

Ginzaプチ・マルシェ　　村の逸品大集合！！ 　　　１０：００～１６：００


