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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） tel :03-6277-8000ファーム・エイド銀座実行委員会

事務局（銀座イニシアティブ内）お問い合わせ 
会
場

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発信！

http://www.farmaidginza.com

銀座の屋上

ミツバチ見学会（要予約）

ファームエイドフォーラム  

甦れ！ふるさと東京

BEEアクション ～地域活性化フォーラム～ 

テーマ： 徳島県阿南市 

ミツバチフォーラム

在来種みつばちの現状と未来

Ginzaメッセ 

がんばれ東北！応援サロン

銀座新庄塾

源流域のいま

らでぃっしゅぼーやの“おとな赤かぶ塾”

ものづくり、地域づくり　vol.1
都市農村交流  植樹イベント　

高知しょうが×銀座はちみつ×徳島すだち

Ginzaプチ・マルシェ 

地域の旨し食&地域の美味な人を応援します。

～今年最初の地域の美味しいフェア～
ハニーハイボール、宇和島鯛飯、ほか　etc...

 【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
 【企画】 （有）アグリクリエイト、（有）地域システム創造研究所、銀座イニシアティブ・オフィス
 【協賛・協力】 日本在来種みつばちの会、（株）紙パルプ会館、一般社団法人銀座社交料飲協会、
  （株）小田原鈴廣、（株）セレスポ、（株）ぐるなび、らでぃっしゅぼーや（株）、
  （有）アグリクリエイト、アサヒアクシス（株）、阿南光のまちづくり協議会、
  財団法人本山町農業公社、宇和島場所文化創造機構
 【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、松屋通親交会
  一般社団法人農山漁村資源開発協会、一般社団法人日本在来種みつばち協会



●ミツバチ見学会［一般1,000円 ／小・中学生500円］  | A 10:00～ | B 10:45～ | C 11:30～ | 
●フォーラム（2階会場）   |  ファームエイドフォーラム［500円］ |  BEEアクション［500円］ | ミツバチフォーラム［1000円］ | 
●都市農村交流イベント（3階会場ほか）  |  銀座新庄塾［2500円］ | シンポジウム“おとな赤かぶ塾”［1000円］ | 都市農村交流植樹［1000円］ | 

参加ご予約申込書 FAX: 03-6277-8888
申込日：　　　月　　　日

←↓参加希望の項目を○で囲んでください

※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2011春

お名前 ご住所  〒  

ご所属 TEL.　　　　　　　　　　　　FAX.　　　　　　　　　　　　e-mail. 
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ファーム・エイド銀座

『森、里、街、そして海をつなぐ』
今年最初のファームエイド銀座は「四国特集」。
館内では「がんばれ東北！応援サロン」などを行います。
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！ 

銀座の屋上 ミツバチ見学会  要予約 ［定員60名］  
参加費1,000円／子供は半額 （大人料金の方にはハチミツ50gおみやげ付）
［各回20名／3セット］　A10:00～ B10:45～ C11:30～

tel.03-6277-8000http://www.farmaidginza.com
【お問合せ】 ファーム・エイド銀座  実行委員会 事務局 （銀座イニシアティブ内） 〒104-0061 中央区銀座3-9-11紙パルプ会館 メール: ginzainitiative@gmail.com

Ginzaプチ・マルシェ 地域の旨し食&地域の美味な人を応援します。
～今年最初の地域の美味しいフェア～
今回は主に「四国特集」と位置づけて実施。愛媛県宇和島市からは名物「鯛めし」&じゃこ天、
高知県本山町から「土佐あかうし焼肉丼」のほか、茨城県大子町からは「奥久慈しゃも汁」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！また、今年のFA銀座は
東日本大震災からの復興を祈念するチャリティ・マルシェとして開催します。

ハニーハイボール 銀座はちみつを使った『ハニハイ』や宇和島の柑橘、
徳島のすだち、高知のしょうが等、参加地域の特産を用いたスペシャルカクテルを銀座社交
料飲協会の皆様に作っていただきます。

宇和島鯛飯ほか1Fレストラン「パピエ」★イートイン出来ます

都市農村交流  植樹イベント ̶ ̶̶̶̶̶̶15：30～17：30
「高知しょうが×銀座はちみつ×徳島すだち」
一般1,000円（ドリンク２杯分） 白鶴ビル屋上＆1Fレストラン「パピエ」
協賛：銀座社交料飲協会（GSK）緑化部
植樹式＆懇親会の2部制。【第1部】（約30分）は、高知県本山町のしょうが、徳島県阿南市のすだ
ちを白鶴酒造の銀座ビル屋上に記念植樹。【第2部】（約60分）は、紙パルプ会館1Fパピエで植樹
した各々の産品を用いた特製ドリンクを味わいつつ、四国2地域と銀座の懇親を深めます！

..10：00～17：301階会場屋外

銀座新庄塾 「源流域のいま」 ̶̶̶10:30～12:30
一般2,500円 （昼食・おみやげ付）  東京新庄応援隊隊員：無料
協賛：東京新庄応援隊、岡山県新庄村、東京ひのはら地域協議会
座学＆懇親会の3部制。【第1部】（約30分）は「林業の見方・考え方、森林との付き合い方」と
題して話題提供を、【第2部】は「いま、源流域に生きる母ちゃんが想うこと」と題したトークシ
ョーを行います。出演者はすべて新庄村民！また、仲間の村から元気な母ちゃんがかけつけ
てくれます。源流域に暮らす村民の生の声、どうぞお楽しみに♪

らでぃっしゅぼーやの“おとな赤かぶ塾” ̶ ̶13:00～14:30
「ものづくり、地域づくり　vol.1」
一般1,000円 らでぃっしゅぼーや会員500円    協賛：らでぃっしゅぼーや（株）
講師： 松本公夫氏 （株式会社松本醤油商店 代表取締役）
江戸時代の蔵づくりの街並みを今に残す埼玉県の川越市で伝統醸造と醤油蔵を守り続けて
いる松本醤油商店。川越の地酒「鏡山」の復刻に関わり、三宅島復興の支援も行なうなど地域
の活性化にも力を注いでいる松本社長によるお醤油と地域を支えるお話です。

3階会場

2階会場 ............10：00～18：00
ファームエイドフォーラム ̶̶̶  ̶ （120分間）10:00～12:00
テーマ： 「甦れ！ふるさと東京」参加費500円 ［定員60名］
東京湾を子供たちが泳げる海にすることを目指し活動する関口さんと、銀座の屋上を里山に
することを目指す銀座ミツバチプロジェクト、そして緑化部をつくりクラブのママやバーテンダ
ーの皆さんと銀座で農作業する白坂ママ。みんなで「ふるさと東京」を考えます。

講師： 関口雄三氏（認定NPO法人ふるさと東京を考える実行委員会 理事長）
パネルデスカション： 白坂亜紀氏 （銀座社交料飲協会 理事）
 関口雄三氏 （認定NPO法人ふるさと東京を考える実行委員会 理事長）
 高安和夫氏 （NPO法人銀座ミツバチプロジェクト 理事長）

BEEアクション  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ （̶120分間）13:00～15:00
～地域活性化フォーラム～  テーマ： 徳島県阿南市
オブザーバー参加者募集［オブザーバー参加10名］  参加費500円 予約優先
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。 

ミツバチフォーラム ̶̶̶̶̶̶̶ （̶120分間）16:00～18:00
テーマ：「在来種みつばちの現状と未来」
共催：日本在来種みつばちの会　参加費一般1000円　
日本在来種みつばちの会会員：無料（事前予約のみ4/23迄）
＊会員の方でも事前予約の無い当日参加者は、一般料金（1000円）です。
西はアフガニスタン東は青森、アジアに広く分布する在来種の東洋ミツバチの現状と未来に
ついて、３人の専門家の公開討論会です。

パネリスト： 大谷 剛氏 （兵庫県立大学自然・環境科学研究所 教授）
 藤原 誠太氏 （日本在来種みつばちの会 会長）

Ginzaメッセ 「がんばれ東北！応援サロン」
宇和島場所文化創造機構、本山町農業公社、阿南光のまちづくり協議会、バイオマス産業機構、
ヤマト運輸×スワンベーカリー、中越パルプ×里山保全再生ネットワーク、　　　　　　　
銀座ミツバチ×メダカのがっこう×日本熊森協会 などの活動紹介　　　

メッセ特別企画
チャリティ・ライブ「がんばれ東北！」
みつばちハウス「子供たちに元気を！」 

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。

WEBからも申し込めます

◆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・1階・2階・3階

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）

tel:03-3543-8111（代表）
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