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対話によるイノベーション
2017年1月に開催し大好評を頂いた学びを通じた地方創生コンファレンスIN福岡が、満を持して第2回を開催させ
て頂きます。今回は「対話によるイノベーション」をテーマに、全国の様々な地域課題に取り組む行政・企業・市民の
協働による挑戦事例をご紹介しながら、皆さまにも対話の当事者となって頂きます。子どもから大人まで、多様な世
代とセクターが、学び合い、関わり合いながら、地域の未来を創っていく。
そのヒントを一緒に体験しましょう！

一社）福岡県中小企業経営者協会連合会、福岡県、福岡県教育委員会、福岡市教育委員会、福岡県私学協会、福岡県公民館連合会、福岡県男女共同参画センターあすばる、
特非）ふくおかNPOセンター、福岡県市民教育賞、北九州市立大学地域共生教育センター、特非）アジア太平洋こども会議・イン福岡

学びを通じた地方創生コンファレンスIN福岡実行委員会主催
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福岡市立舞鶴小中学校 地域の明日を担うすべての皆さん 高校生、専門学生、大学生も大歓迎！
（200名、先着順）対象開催場所

会場アクセス

校内の駐車場はご利用いただくことができません。

■西鉄バス・68番、68-1番
　「天神高速バスターミナル前」乗車 ▶ 「長浜2丁目」下車　徒歩5分

■福岡市営地下鉄 「赤坂駅」3番出口より，北に徒歩10分

福岡市立舞鶴小中学校（福岡市中央区舞鶴2丁目6-1）

赤坂福岡空港 博多 天神 2分6分 6分

お車でお越しの方は、周辺の
有料駐車場をご利用ください。

九州屈指のファシリテーター

全国から話題の地域イノベーターが集結
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(株)教育と探究社 海外グループ/渉外グループシニアマネジャー
古川 美幸 氏

クエストエデュケーション
学校と社会を結ぶ探究型教育

（特非）ドネルモ 代表理事

山内 泰 氏

地域デザインの学校
学びあいの場づくり

（特非）放課後NPOアフタースクール 代表理事

平岩 国泰 氏

アフタースクールの挑戦
社会で子どもを育てる“こうあってほしい”未来へ動き出す

（特非）福岡テンジン・ユニバーシティ・ネットワーク 理事
執行 沙恵 氏

福岡テンジン大学
まちがキャンパス、誰もが先生、誰もが生徒

文部科学省事業／第2回　学びを通じた地方創生コンファレンスIN福岡

平成29年12月2日（土）・3日（日）開催日時

（特非）循環生活研究所
理事長

たいら 由以子 氏

ローカルフード
サイクリング
半径2km単位での台所を
基点とした栄養サイクル



12月2日（土）事例研究分科会プログラム
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A-2

FAX 092-753-8870  ※FAXでのお申込みの場合は下記にご記入のうえ、FAXしてください。

チェック欄

1時限目
13：30～
15：00

LOCAL&DESIGN(株)
代表取締役　山口 覚 氏

（特非）日本ファシリテーション協会
フェロー　加留部 貴行 氏

Of�ce sb2
代表　中嶋 一顯 氏

三粒の種 放課後クラブ
代表スタッフ　木村 航 氏ファシリテーター

新しいまちづくりの学校
やる気のある行政職員が自ら集い・行動する場

2時限目
15：20～
16：50 津屋崎ブランチLLP 

代表 山口 覚 氏  他2名

鯖江市役所JK課プロジェクト
慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科
特任准教授 若新 雄純 氏 B -1

B -2

地域デザインの学校
学びあいの場づくり

（特非）ドネルモ
代表理事 山内 泰 氏

ローカルフードサイクリング
半径2km単位での台所を基点とした栄養サイクル

（特非）循環生活研究所
理事長 たいら 由以子 氏 C-1

C -2

福岡テンジン大学
まちがキャンパス、誰もが先生、誰もが生徒

（特非）福岡テンジン・ユニバーシティ・ネットワーク
 理事 執行 沙恵 氏

クエストエデュケーション

(株)教育と探究社 海外グループ/渉外グループ
シニアマネジャー 古川 美幸 氏 D-1

D -2

アフタースクールの挑戦
社会で子どもを育てる

（特非）放課後NPOアフタースクール
代表理事 平岩 国泰 氏

全国高校生マイプロジェクト
“こうあってほしい”未来へ動き出す学校と社会を結ぶ探究型教育
（一社）ピープラス（福岡カタリバ）
代表理事 原水 敦 氏

文部科学省事業／第2回  学びを通じた地方創生コンファレンスIN福岡  ～対話によるイノベーション～

URL: https://www.manabi.solutions/

▪分科会のご希望に沿えない場合がございます。当日ご参加いただく分科会は、後日メールにてお知らせいたします。  ▪宿泊・昼食については、各自でご手配ください。
▪防寒対策をお願い致します。  ▪当日の様子を撮影した写真・動画等は、広報誌やHP、報告書等で使用させていただく場合がございます。予めご了承ください。
▪お申し込みの際に収集した個人情報は、本事業運営のためのみに使用し、それ以外の目的に使用することはございません。
▪当日はお名前・ご所属・お役職を参加者名簿に記載して配布いたしますので、差支えのある方は右記チェック欄に　にてお知らせください。

学びを通じた地方創生コンファレンスIN福岡実行委員会 一般社団法人 福岡県中小企業経営者協会連合会内　
〒810-0001福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ6階 担当：松瀬 TEL：092-753-8877  FAX：092-753-8870 E-mail：manabi@chukeikyo.comお問合せ先

※枠内は、全てご記入をお願いいたします。また実行委員会よりご連絡させていただくことがございますので、ご記入内容に誤りがないようご確認をお願いいたします。

氏名

電話番号

12月2日
（土）

12月3日
（日） 参加　　・　　不参加

参加　　・　　不参加

参加　　・　　不参加

1時限目

Eメール

所属
（団体、学校名等） (役職、学部、学年等 )

職名

第１希望

2時限目 第 1希望

第 2希望

第 2希望

ふりがな

12月2日（土）

17：40 閉会
17：10～ 振り返りとしてのパネルディスカッション

12：20～ 休憩

11：45～ 休憩

8：30～ 受付

9：30～
主催者挨拶
開会

9：50～
4名1グループを形成し、参加者間で参加動機を含めた自己紹介を実施。
参加者による自己紹介

10：10～

講師：慶應義塾大学  大学院政策・メディア研究科 
　　  特任准教授　若新雄純氏

基調講演「鯖江市役所JK課の事例から
　　　　  ～おしゃべりによるイノベーション～」

9：30～
講師：LOCAL&DESIGN(株) 代表取締役 山口覚氏
私たちが互いに手を取り合って暮らしていくために、
いま対話の重要性はますます見直されています。
良質な対話、良質なファシリテーションを体験してみましょう。

対話とファシリテーション研修

13：00～
参加者の皆さんに課題を持ち寄っていただき、
興味・関心の高いテーマを選んで、その解決を目指した
グループワークを行います。（OST手法に拠る）

テーマ別できることミーティング

15：00～ 全体総括

15：30 閉会

11：10～　グループワーク
基調講演で何を感じたかをグループ内で対話
講師と参加者による対話（質疑応答）
ファシリテーター：LOCAL&DESIGN(株) 代表取締役 山口覚氏

13：30～
地域課題に取り組む様々な挑戦事例に学びながら、
ファシリテーターが間に入り、参加者全員で挑戦事例の
ブラッシュアップを目指した対話に挑戦します。

事例研究分科会　1時限目

15：20～
※上記同様
事例研究分科会　2時限目

11月20日（月）締切

基調講演・グループワーク

対話とファシリテーション研修

テーマ別できることミーティング

A-2

事例研究分科会

例：  　　　　　　など
下記分科会 No.をご記入ください

プログラム 12月3日（日）8：30～ 受付プログラム

お申し込みはWEBサイトより 簡単登録
講座が選べて便利 !


