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ファーム・エイド銀座

秋

10/2 
日

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

 【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、（株）松屋銀座、北大路銀座茶寮、日本製紙連合会
 【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

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  

希望… 屋台村から復興に
向けて！ ［気仙沼 横丁プロジェクト］

BEEアクション ～地域活性化フォーラム～ 

テーマ： 岩手県釜石市&大槌町
～みんなで考えよう！復興のまちづくり～

ミツバチフォーラム

みつばち  よもやま話

Ginzaメッセ 

トキ×ミツバチ応援サロン

メッセ特別展示

がんばれ！東北の伝統工芸

らでぃっしゅぼーやの“赤かぶ塾”

ものづくり、地域づくり  vol.3
須賀川フォーラムin銀座

立ち上がるぞ！須賀川
～復興・再生に向けて～

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。

自然にやさしい地域の美味しいフェア
ハニーハイボール、須賀川名物かっぱ麺 etc...



◆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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紙パルプ会館

●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～ | 
●2階会場フォーラム   |  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］ | 
●3階会場  |  “赤かぶ塾”ものづくり、地域づくり3［1000円］   |  須賀川フォーラム立ち上がるぞ！須賀川［無料］ | 

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秋

お名前 ご住所  〒  

ご所属 TEL.　　　　　　　　　　　　FAX.　　　　　　　　　　　　e-mail. 

秋 10/2 
日

ファーム・エイド銀座

【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
～自然にやさしい地域の美味しいフェア～
東北特集にふさわしく、福島県須賀川市、福島市、会津若松市、岩手県釜石市に大槌町など
多くの被災地から山・里・海の幸が大集合！常連の茨城県大子町や徳島県阿南市、新潟県村
上市に加え、秋田県藤里町や岐阜県郡上市、茨城県古河市、石岡市など銀座初登場の地域・
団体まで、旨し食＆美味な人が、１日限りの賑やかな時間・空間を盛り上げます。

ハニーハイボール銀座産はちみつを使った「ハニハイ」や福島産＆岩手産
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皆様に作っていただきます。

須賀川名物かっぱ麺  松山特製じゃこカツサンドほか 
1Fレストラン「パピエ」  ★イートインできます

..10：00～17：301階会場屋外

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。

tel.03-6277-8000http://www.farmaidginza.com WEBからも申し込めます

らでぃっしゅぼーやの“赤かぶ塾”̶  ̶（90分間）13：00～14：30
「ものづくり、地域づくり vol.3」協賛：らでぃっしゅぼーや
一般1,000円　らでぃっしゅぼーや会員500円　お土産つき。
講師：高岡裕司（株式会社 吉田ふるさと村）
「たまごかけご飯専用醤油」のさきがけでもある『おたまはん』を世に送り出した吉田ふるさと
村。ユニークな「たまごかけごはん楽会」を通じ、全国から奥出雲までたまごかけご飯通が集
まるまでに発展。仕掛け人の高岡氏に「おたまはん」「おとらはん」の誕生秘話についてもご披
露いただきます！

須賀川フォーラムin銀座  ̶̶̶  ̶（90分間）13:30～15:00
「立ち上がるぞ！須賀川～復興・再生に向けて～」
参加費無料
発表者： 橋本克也（須賀川市長）、長谷部一雄（須賀川商工会議所 会頭）など
３・11東日本大震災による須賀川の被災状況や今後の方向等を市長より、地場経済の再建等
を会頭より、それぞれ報告・説明を行うと共に、「須賀川×銀座」に代表される都市間交流のこ
れからのあり方を考察。また、牡丹キャンペーンクルーが須賀川観光について説明したり、日本
三大火祭り「松明あかし」のビデオ上映を行うなどして、須賀川の魅力を存分に発信します。

3階会場

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小瓶おみやげ付）
［各回20名／3セット］　A10:00～ B10:45～ C11:30～

............10：00～18：002階会場
ファームエイドフォーラム ̶̶̶ （̶120分間）10：00～12：00
テーマ「希望…屋台村から復興に向けて！」
参加費500円 ［定員60名］
復興屋台村 気仙沼横丁プロジェクトの応援プロジェクトです。
10月29日、ファーム・エイド気仙沼開催をオープニングイベントとして現在急ピッチで準備が
進められている復興支援現地報告会です。

司会：  長野麻子 （内閣府 食品安全委員会事務局総務課 課長補佐）
パネリスト： 前田泰宏（経済産業省 商務情報政策局サービス政策 課長）
 岩手佳代子（復興屋台村気仙沼横町 代表）
 榎田竜路（復興支援メディア隊 代表（NPO法人映像情報士協会 理事長））
  JTB応援旅担当者　　

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：岩手県釜石市＆大槌町
      ～みんなで考えよう！復興のまちづくり～
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
震災で大きな被害を受けた岩手県釜石市と大槌町。１日も早い地域の復興・再生をめざす地
元関係者と、各界をリードする企業や団体の有志、自由な発想を持つ学生などが一堂に会し、
互いの想いやこだわり、アイデアをぶつけ合うことで、地域の潜在的資源を再発見・再確認し、
地域再生に向けた手法や戦略をみんなで導き出します。

ミツバチフォーラム ̶̶̶̶̶̶̶̶ （̶120分間）16:00～18:00
テーマ：「みつばち  よもやま話」
共催：日本在来種みつばちの会  参加費一般1,000円 
日本在来種みつばちの会会員：無料（事前予約のみ７/19まで）＊会員でも事前予約のない当日参加者は一般料金（1,000円）
矢島氏にはミツバチにまつわるあれこれを、藤原氏には養蜂に係る最新情報と養蜂問題でロ
シア訪問した報告を、それぞれ展開します。

講師： 矢島威（東京都養蜂協会 会長）
 藤原誠太（日本在来種みつばちの会 会長）

Ginzaメッセ 「トキ×ミツバチ 応援サロン」
都岐沙羅パートナーズセンター×新潟県村上市、中越パルプ工業×里山保全ネットワーク、　
ヤマト運輸×スワンベーカリー、アルビオン×秋田県藤里町、仙台ミツバチプロジェクト×ファ
ーム・エイド気仙沼、サポートあいづ×福島県会津若松市、美土里館×栃木県茂木町、　　　
食べよう学ぼ食育コーナー、日本熊森協会、銀座ミツバチプロジェクト、などの活動紹介

2F小部屋特別展示「がんばれ！東北の伝統工芸」
須賀川ガラス（福島県須賀川市）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土湯こけし（福島県福島市）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
桐工芸品（福島県会津三島町）

今年3回目となるファーム・エイド銀座は「東北特集」。
前回に引き続き「がんばれ東北！」を合言葉に
“いのちつながる”都市農村交流、
街なか交流を実践します♪
あなたの「おいしい！」が日本の地域と食を元気にし、
被災地の復興・再生を支えます！

11/23 
水・祝次回、ファーム・エイド銀座2011は


