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Ginza
プチ・マルシェ
のみ開催

ファーム・エイド銀座２０１０

BEEアクション～地域活性化フォーラム～
北海道津別町、茨城県大子町

人と自然の共生について
銀座から世界に発信！

 

会場：
銀座紙パルプ会館
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）

森、里、街、そして海をつなぐ サスティナブルネットワークフェスタ

あなたの「おいしい！」が
日本の地域と食を
元気にします！

http://www.farmaidginza.comhttp://www.farmaidginza.com

ファーム・エイド  フォーラムセッション１
いま、なぜ赤肉か！？

食のセレクトショップ市 
Ginzaプチ・マルシェ

今年も応援します！ 地域の旨し食＆地域の美味な人

～今年最後の地域の美味しいフェア～

ファーム・エイド  フォーラムセッション２
東京新庄応援隊の発足

ファーム・エイド  フォーラムセッション３

カラダの中からキレイをつくる！

ファーム・エイド  フォーラム G8セッション
銀座○○交流で見えてきた新たなまちづくりの姿

ミツバチ フォーラム
日本のスローフード、

在来種みつばちの魅力発見！

銀座の屋上での
ミツバチ見学会（要予約）

【協賛】 日本在来種みつばちの会、（株）紙パルプ会館、（株）ぐるなび、小田原鈴廣、
 銀座社交料飲協会、（株）セレスポ、（有）アグリクリエイト、場所文化フォーラム、
 らでぃっしゅぼーや（株）、（株）朝日エル、NPO法人都岐沙羅パートナーズセンター
【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、
 一般社団法人農山漁村資源開発協会、松屋通親交会、
 一般社団法人日本在来種みつばち協会、Food Action Nippon 推進本部

【主催】 ファーム・エイド銀座実行委員会、 NPO法人銀座ミツバチプロジェクト
【共催】 日本熊森協会、 NPO法人メダカのがっこう
 NPO法人銀座農業環境イニシアティブ

ファーム・エイド銀座2010実行委員会 事務局（銀座イニシアティブ内）
【お問合せ先】 TEL :  03-6277-8000

両日開催両日開催両日開催両日開催
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参加ご予約FAX申込書 

ファーム・エイド銀座2010実行委員会 事務局
〒104-0061 中央区銀座3-9-11紙パルプ会館（銀座イニシアティブ内）
TEL:03-6277-8000

FAX : 03-6277-8888

事前予約の方を優先いたします。各回定員にご注意ください。
参加費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［一般1,000円 ／小・中学生500円］   　　　A10:00～ ・ B10:45～ ・ C11:30～
■ 第１会場［BEEアクション500円／ ミツバチフォーラム1,000円］    BEEアクション  ・  ミツバチフォーラム 
■ 第２会場［1日共通 1,000円／ 各回500円］　　　      １日共通   ／  セッション   1  ・ 2  ・ 3  ・ G8

WEBからも申し込めます。
http://www.farmaidginza.com

↓参加希望の項目を○で囲んでください

メール：ginzainitiative@gmail.com

※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 2 0 1 0

森、里、街、そして海をつなぐ サスティナブルネットワークフェスタ

【お問合せ先】ファーム・エイド銀座2010実行委員会 事務局（銀座イニシアティブ内）tel.03-6277-8000http://www.farmaidginza.com

森、里、街、そして海を代表する地域が集まり、“いのちつながる”都市農村交流を考えていきます。
あなたの「おいしい！」が日本の地域と食を元気にします！

 

ミツバチフォーラム［定員50名］　　　　　 （120分間）１５：３０～１７：３０
参加費  一般  ￥1000     日本在来種みつばちの会会員  ￥500　予約優先     

「日本のスローフード、在来種みつばちの魅力発見！」
今年10月トリノでのテッラ・マードレやカルロ会長のメッセージを紹介。イタリア養蜂協
会始め世界の養蜂家に藤原式縦型巣箱と日本ミツバチのハチミツが如何に注目され
たか。スローフードの視点で見た日本在来種みつばちの魅力を語っていただきます。
講師：  若生裕俊（スローフードジャパン会長）
  藤原誠太（日本在来種みつばちの会 会長）

共催：日本在来種みつばちの会

参加費  ￥500   予約優先オブザーバー参加者募集［オブザーバー参加各回10名］
地域を活性化したい自治体と、各界をリードする企業の有志、既存の枠組みにとらわれ
ない自由な発想を持つ学生等が一堂に会して、お互いの思いやアイデアをぶつけること
により、地域の良さを再発見し、地域の活性化に貢献できる手法を一緒に検討します。

■ BEE 1　テーマ：北海道津別町 ̶̶̶̶̶ （̶120分間） １０：００～１２：００

■ BEE 2　テーマ：茨城県大子町 ̶̶̶̶̶ （̶120分間） １３：００～１５：００

BEEアクション～地域活性化フォーラム～   １０：００～１５：００

◆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

会場案内

銀座フェニックスプラザ

紙パルプ会館  
屋外・1F・2F・3F

東京都中央区銀座3-9-11 
te l : 03-3543-8111（代表）

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    所属

ご住所  〒 

TEL. FAX.

e-mail.　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1F・屋外

■地域の旨し食＆地域の美味な人を応援します。
　　　　　　～ 今年最後の地域の美味しいフェア ～
有機酪農にスポットを当てた北海道。りんご対決が期待される青森県西目屋村と福島
市。鯛めし＆じゃこ天の宇和島、ル・レクチェの新潟、シーセージの小田原に、短角牛の
岩手など今回も全国各地から地域自慢のこだわりの逸品が銀座に大集合！岡山県新庄
村は恒例の４人づきのもちつきで、年内最後のＦＡ銀座を華やかに彩ります。

Ginzaプチ・マルシェ  23,24両日開催！   １０：００～１７：００

■ハニーハイボール、地域産フルーツカクテル
銀座はちみつを使った『ハニハイ』や岩手のほおずき、宇和島の柑橘、青森のりんご、新
潟のル・レクチェ等、参加地域の旬のフルーツを用いたスペシャルカクテルを銀座社交
料飲協会のバーテンダーの皆様に作っていただきます。※11/23のみ１１：００ ～１７：００

ファーム・エイド銀座２０１０

プチ・マルシェ
のみ開催メイン開催！

　　　　　　　　　　     子供料金は半額、大人料金の方にはハチミツ50gおみやげ付

［各回20名／３回開催］Ａ10:00～ Ｂ10:45～ Ｃ11:30～       

銀座の屋上 ミツバチ見学会［定員60名］   １０：００～１２：１５

参加費  ￥1000   予約優先

■「トキ×ミツバチ応援サロン」
トキ×ミツバチ応援ツアーの紹介／トキ野性復帰支援（佐渡学）／
中越パルプ×里山保全再生ネットワーク／バイオマス産業機構
食と農の出会いの広場「結の郷」／宇和島場所文化創造機構
銀座ミツバチ×メダカのがっこう×日本熊森協会　など

■メッセ・ミニフォーラム
生きもの祭り／佐渡セミナー／バイオマスセミナー　など

Ginzaメッセ地域の食や活動を紹介するコンベンション   １０：００～１７：００

■セッション１［定員50名］ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶（120分間） １０：００   ～１２：００

テーマ「いま、なぜ赤肉か！？～短角和牛から考える食文化の創造～」
短角和牛の飼育の風景を15分程度で紹介後、坂田シェフより短角和牛料理の紹介。
その後パネルディスカッションします。
 司会： 山本謙治（農産物流通コンサルタント）
 事例紹介： 「短角和牛の飼育」 生産者または関係者（15分程度）
  「短角和牛の一皿」 坂田幹靖（銀座KANSEIシェフ）
 パネリスト： 西経子（農林水産省食料安全保障課  総括課長補佐）
  若生裕俊（スローフードジャパン会長）、坂田幹靖（銀座KANSEIシェフ）
  白坂亜紀（銀座社交料飲協会広報担当理事）

■セッション２（ランチレセプション）［定員50名］̶ ̶  ̶（90分間） １３：００   ～１４：３０

テーマ「遠くからでも応援できる！応援したい！
　　　　　　　　　　～東京新庄応援隊の発足～」
東京随一の繁華街：銀座と人口１千人の新庄村の交流が始まって今年ではや３年。今
後とも２地域の心の距離を縮め、一層の交流を深めるべく、この度「東京新庄応援隊」
を発足します。新庄村ファン、これから応援したい方、これまで全くご縁のなかった方ま
で、どうぞお気軽に新庄村に会いに来て下さいね。

■セッション３［定員50名］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶（90分間） １５：００  ～１６：３０

テーマ「カラダの中からキレイをつくる！
　～冬野菜で薬膳～風邪をひかないカラダをつくる」
「食」は心身の健康にとって重要な役割を果たしています。食材選びや食べ方を工夫す
ることで、免疫力を高めたり、風邪をひきにくくしたり、と様々な効用があります。中国医
学の考え方にのっとり、冬野菜のおいしい食べ方をご提案します。
講師：村岡奈弥（薬膳料理研究家・国際中医師・日本中医食養学会理事）

■Ｇ８セッション［定員50名］̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶ （60分間） １７：００  ～１８：００

テーマ「銀座○○交流で見えてきた新たなまちづくりの姿」
新潟市・村上市・福島市・大子町・新庄村・宇和島市・銀座の各地域担当が、地域間で
の連携を通じて得られた１年間の実績や反省を踏まえ、将来の想いやビジョン等を熱
く語り合います。
司会：長野麻子（水産庁水産経営課）

ファーム・エイド  フォーラム  ［定員各回50名］    １０：００～１８：００ 

参加費１日共通  ￥1000   各回  ￥500   予約優先

第１会場  3F

第２会場 2F

開催予定！
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