どなたでも参 加 歓 迎
京都 で

「岡山」
とつながるローカル交流会
大 阪で

～岡山のコミュニティとまちづくりから関わりをつくる～

京都

大阪

11月15日（木）

京都

12月15日（土）

1 17日（木）

2018年

2018年

2019年 月

19 : 00-21: 30

18 : 00-20 : 30

19 : 00-21: 30

とびら（四条烏丸）

大阪ふるさと暮らし情報センター

（京都市下京区室町通綾小路上る
鶏鉾町480番地 オフィスワン四条烏丸13階）

（大阪市中央区本町橋2-31 シティプラザ大阪４階「凛」）

GUEST

GUEST

GUEST

岡山

玉野

佐藤 正彦 氏

笠岡

森 美樹 氏

（岡山盛り上げよう会）

谷本 聖 氏

（うのずくり実行委員長／
ガラス工芸作家）

和気

西粟倉

藤井 裕也 氏

（西粟倉・森の学校）

定 員 25名程度
（事前申込・先着順）

（FARMANIC）

美作

羽田 知弘 氏

平井 麻早美 氏
（岡山県和気町・
地域おこし協力隊）

（山村エンタープライズ）

お問合せ・お申込

料 金 500円
（岡山の飲み物やおやつ付き）

QRコードから
HPにアクセス

info@tunagum.com（株式会社ツナグム 藤本・北川）
http://tunagum.com/localnight/event-report/
「ミツカル -Meets Local-」で検索

MAIL

対 象 岡山や地方に興味がある方、岡山コミュニティをつくり
たい方、岡山での仕事や関係・交流づくりをしたい方…
興味があればどなたでもご参加ください。
内 容 岡山県について、
ゲストトーク、
交流・座談会

京都リサーチパーク町家スタジオ
（京都市上京区福大明神町128）

HP

等

主催 ： 岡山県県民生活部 中山間・地域振興課

企画運営 ： 株式会社ツナグム
（meetslocalプロジェクト）
（大阪開催）
共催 ： 大阪ふるさと暮らし情報センター

京都で 、大 阪で 。岡 山をキーワードにゆるやかにつながる 、 M e et s 岡 山はじまる！
岡山にゆかりがある人も、行ったことない人でも " どなたでも " 岡山と交流・関係づくりをはじめられるよう、
岡山全体のいろはから、「居（コミュニティ）・職（なりわい）・住（暮らし）・人（会って欲しい人）」などの紹介から、
交流とつながりをつくるイベントです。

京都

2018年 11 月 15 日（木）19 : 00 - 21: 30

［会場アクセス］●阪急
「烏丸」
駅、
地下鉄
「四条」
駅徒歩１分
［会場 HP］http://www.rinen-mentor.jp/

会場：とびら（四条烏丸）
（京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地 オフィスワン四条烏丸13階）

GUEST

佐藤 正彦 氏（岡山盛り上げよう会）

平井 麻早美 氏（岡山県和気町・地域おこし協力隊）

2012年家族と共に神奈川県横浜市から岡山市へ移住。IT業

広告関連企業にて12年間マーケティングリサーチ・企画職を

界から建設業界転身。我が子が将来「岡山出身で良かった」

経験。結婚を機に岡山県和気町へ夫婦で移住。現在は和気

と思えるような地域にしていきたいとの思いから、
移住後知り

岡山

町地域おこし協力隊として、和気町の特産品ブランド認証制

和気

合った仲間と共に
「岡山盛り上げよう会」
を結成。
自らの経験
を生かした移住・定住支援や地域活性化に携わる。

度の立上げや商店街活性、移住定住促進のサポートを行
なっている。
地元の農産物を使った特産品の企画・販路開拓
も行なっている。

大阪

2018年 12 月 15 日（土）18: 00 - 20: 30
会場：大阪ふるさと暮らし情報センター

［会場アクセス］●地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅 12号・1号出口より徒歩7分
●地下鉄谷町線
「谷町四丁目」
駅 4号出口より徒歩10分
［会場 HP］https://www.osaka-furusato.com/

（大阪市中央区本町橋2-31 シティプラザ大阪４階
「凛」
）

GUEST

森 美樹 氏（うのずくり実行委員長／ガラス工芸作家）

羽田 知弘 氏（西粟倉・森の学校）

広島市出身。
岡山県・倉敷芸術科学大学でガラス工芸を学

1989年生まれ、愛知県津島市出身。三重大学にて森林計画

んだ後、
2007年、
玉野市に移住。
現在は共同アトリエ
「Ｔｏｎｏ

を専攻、卒業。国産材専門の木材商社を経て、㈱西粟倉・森

ｉ
（とのい）」
で制作をしている。2011年より、玉野市への移住

玉野

の学校へ参画。
営業部長としてプロセールス向けの営業を担

西粟倉

を支援する民間団体・うのずくり実行委員会の委員長を務め

当。
週末はトレイルランニングや狩猟、
畑など山遊びに没頭。

ている。
現在までに53組104人の移住のお手伝いを行う。

京都

2019年 1 月 17 日（木）19 : 00 - 21: 30
会場：京都リサーチパーク町家スタジオ
（京都市上京区福大明神町128）

［会場アクセス］●地下鉄烏丸線
「今出川」
駅から徒歩20分
●ＪＲ京都駅から市バス
（9系統・快速9系統・50系統）
堀川中立売 下車徒歩1分
［会場 HP］https://www.krp.co.jp/machiya/

GUEST

谷本 聖 氏（FARMANIC）

藤井 裕也 氏（山村エンタープライズ）

岡山県笠岡市出身。
祖父の代から続く畜産農家の長男。
高校

1986年、
岡山県岡山市生まれ。2011年に岡山県美作市地域

卒業後に留学したカナダで、
先進的なオーガニック文化に触

おこし協力隊として活動。協力隊任期後、NPO法人山村エン

れ、
日本と海外との食に対する考え方の違いに大きな衝撃を

笠岡

タープライズを設立。
2016年より岡山県内で活動する地域お

美作

受ける。帰国後、
『FARMANIC』
を立ち上げ、農産物の生産や

こし協力隊卒業生のネットワーク組織を設立し運営を行う。

オーガニックに関わる料理のイベントなどを主催している。

イベント内容

1 岡山県ってどんなところ？

3 トークセッション

岡山県の地域や特色、
オススメ情報など、
岡山のあれこれについてお話します。

2 ゲストトーク

ゲストや参加者と一緒に、
岡山県各地での
「居・職・住・人」
の
話題を提供し、
参加者と岡山の関係づくりのきっかけを話します。

4 交流・つながる

岡山で活躍する移住者から、
暮らし・仕事やなりわいづくり・
地域性など、
知らなかった岡山についてお話します。

お問合せ・お申込 MAIL info@tunagum.com（株式会社ツナグム 藤本・北川）

ゲストや参加者みんなで岡山の産品を食べながら交流します。

HP

http://tunagum.com/localnight/event-report/

