平成 28 年

２月９日（火）
10：30～15:30
（受付10：00～）

プログラム
10:30～
11:50～
12:20～
13:20～
14:00～

参加
無料

開会・基調講演
久慈市事例報告
昼食交流会
農山漁村ビジネス講座優秀プラン発表
分科会
（15:30終了）

場所：三重県総合文化センター
レセプションルーム
【津市一身田上津部田1234】

定員：１ ０ ０ 名
締切：1月26日（火） 2月7日（日）
主催：三重県
＊延長しました

農山漁村地域の高齢化・人口減少が進むなかで、地域の豊かな資源を活用し、雇用や就業機会を創出する
「いなかビジネス」や「自然体験」の取組が、地域の活性化を図るうえで必要不可欠です。そのため、この
ような活動の実践者の方々の情報交換や研修、連携促進の場として本大会を開催します。
いなかビジネスや自然体験を実践されている方、これから取り組む方、農林漁業に携わる方など、ご興味
のある方でしたらどなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください。

基調講演 10:30～
三重の自然を活かした体験型観光とプロモーション
～地域でつながる体験交流の輪～
山野智久氏

熱意ある地方創生ベンチャー連合共同代表理事
アソビュー株式会社代表取締役

「熱意ある地方創生ベンチャー連合」は、ベンチャー企業が地域に積極的に働きかけ、IT を活用したイノベーシ
ョンを生み出し、地域課題を解決することによって持続可能な地域の経済発展を実現し、新しい地方創生の形を
つくりだすことを目指しています。基調講演では、ベンチャー連合の代表として、そして日本最大級のレジャー
総合情報サイト「アソビュー」を運営する代表として三重の体験型観光への提言をいただきます。

分科会 14:00～

第１分科会

女子力がつなぐ都市と農山漁村
女性実践者によるパネルディスカッション
コーディネーター ＮＰＯ法人サルシカ代表
奥田裕久氏

第２分科会

第３分科会

プラットホーム組織がつなぐ地域の輪

情報がつなぐ都市と農山漁村

アソビュー(株) 代表 山野智久氏
大紀町地域活性化協議会

三重テレビ放送(株)
アナウンサー 一色克美氏
(株)ゼロ 代表取締役 松山泰久氏

地域を盛り上げるのは女子力！パネルデ

農山漁村の資源を活かした地域観光を企

県内で活動する人々の情報を積極的

ィスカッション形式で奥田氏と楽しいトーク

画、発信している大紀町地域活性化協議会

に番組で取り上げている三重テレビ

を繰り広げます。トークに参加いただくのは、 の事例を取り上げ、アソビュー(株)山野代

(株)や、月刊 Simple 等の充実した地域

北岡沙彩さん（いなべ市地域おこし協力隊）、

表のアドバイスをいただきながら、地域の

情報紙を発行するゼロ(株)から、マスメ

清水加奈さん（かぶせ茶カフェ）、ドゥインダ

プラットホーム組織について考えます。別

ディアが求める地域情報や、みなさまか

さ ん （ 海 島 遊 民 く ら ぶ ）、 植 野 め ぐ み さ ん

途、事前に開催する現地研修会（裏面参照） らの情報発信のコツについてお話しい

（kumateng）の４名です。

にもご参加いただくことをお勧めします。

ただきます。

久慈市事例報告 11:50～

昼食交流会 12:20～

ビジネスプラン発表 13:20～

事前現地研修会 1 月 30 日

三重県による震災復興支
援を機に、平成 25 年から
岩手県久慈市で都市農村
交流に携わる方々との交
流を続けています。
今年もご来県いただき、
久慈市ふるさと体験協会等
の取組を紹介していただき
ます。

障がい者雇用を推進する
取り組みとして昨年オープ
ンした「Cotti 菜」のお弁当
をご用意しますので、希望
者は申込書にご記入くださ
い（税込 600 円）。
また、久慈市の方から郷
土食「まめぶ汁」を振る舞っ
ていただきます（無料）。
お昼の時間を利用して、有
意義な交流をお楽しみくだ
さい。

平成 27 年度「コーディネ
ーター養成講座～農山漁
村起業のすすめ 日本の田
舎は宝の山～」修了 生の
中から、優秀プランに選ば
れた 3 名のプランを発表し
ます。講座の講師は、NPO
法人えがおつなげての曽
根原久司氏。平成 21 の講
座開始以来、三重県で多く
の修了生が活躍していま
す。

大紀圏突入！
体験型観光推進研修

郷土食
まめぶ汁

第２分科会「プラットホー
ム組織がつなぐ地域の輪」
に先立ち、大紀町地域活性
化協議会の活動現場で地
元の方々の取組をアソビュ
ー(株)の山野代表とともに
見学し、体験観光の課題に
ついて意見交換します。
開催日：１月 30 日（土）
集合：山海の郷 紀勢
（度会郡大紀町崎 2154-1）

○バスでお越しの場合
津駅西口から三重交通路線バス「総
合文化センター行き」「夢ヶ丘団地行
き」にご乗車いただき（約５分）、「総合
文化センター」「総合文化センター前」
で下車。
○車でお越しの場合
伊勢自動車道芸濃 IC から約 15 分
伊勢自動車道津 IC から約１０分
○徒歩の場合
津駅西口から約 25 分
近鉄江戸橋駅から約 20 分

定員：２５名
日程
10:00 協議会の活動紹介
11:00 現地視察
日本一のふるさと村
野原工房元気村（昼食）
語らいの里 噺野
14:00 意見交換
15:00 終了
参加費は無料ですが、昼
食代実費を現地でお支払い
ください。現地視察は、マ
イクロバスで移動します。
また、送迎バス（松阪駅
北口／近鉄側 8:50 発）をご
用意します。ご希望の方は
お申込ください。

お申込み・お問合せ
三重県農林水産部 農業基盤整備課 農地水保全班
〒514-8570 津市広明町13番地 E-mail：nokiban@pref.mie.jp
TEL：059-224-2551 FAX：059-224-3153
URL：http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2015110419.htm

大紀町地域活性化協議会 HP

http://www.citypage.jp/
mie/taikickk/

電子申請・届出システム

「第２回いなかビジネス実践者大会」参加申込書
必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸ、または E-mail のいずれかでお申込みください。上記の URL からも、三重県電子
申請・届出システムでお申込みいただくことができます。
締切り１月２６日（火）２月７日（日）
※ご記入いただいた個人情報は、当大会に関する連絡以外に使用いたしません。

＊期間を延長しました。定員に達した場合、締切
り日前に受付を終了しますがご了承ください。

昼食（Cotti 菜弁当）

ふ り が な

氏

名

＊代金（600 円）は当日徴収します。

所属団体

注文する ・ しない

電話番号

事前現地研修会（１月３０日）

ご希望の
分科会

（
（
（

）第１分科会（女子力がつなぐ都市と農山漁村）
）第２分科会（プラットホーム組織がつなぐ地域の輪）
）第３分科会（情報がつなぐ都市と農山漁村）

※希望順に１、２、３とご記入ください。各分科会の参加者数は会場
の都合で調整させていただくことがございます。第１希望以外への
参加をお願いする場合は、１月 27 日（水）ごろご連絡いたします。

参加する ・ しない
＊第２分科会に参加希望の方に特にお
すすめしますが、第２分科会参加の有無
にかかわらずご参加いただけます。ま
た、事前研修のみの参加も可です。

受付を修了しました
送迎バス 利用する ・ しない
ました１月２６日
（火）

