「 Ｏｎｅ Ｃｏｉｎ 地域力 カフェ ｲﾝ ｵﾋﾞﾊﾁ 」経過サマリー（平成１８・１９・２０年度）
２００９−３−３１

・・・地域力共創推進コンソーシアム・・・
＜（ＬＬＰ）山形ふるさと企画舎・AISOHO 企業組合・蔵オビハチ「灯蔵」
・山形コミュニティ放送㈱ ＞

Ｈ２０年度の開催軌跡
＜＜メディア紹介＞＞
＜事前掲載＞ 県ＨＰ（ﾎﾞﾗ＆NPO 情報ｻｲﾄ）／まじゃ〜れＬＮＳ／その他：各回の案内
第１回分⇒ＮＨＫ-ＴＶ：ＹＹほっとチャンネル／NHK‑ラジオ（第１放送・FM）
：第３回の内容
＜ライブ＆収録配信＞ Yamagata１（ http://www.yamagata1.jp/561.html ）
：第１回〜９回の収録内容
＜事後配信＞ おきたまＷｅｂラジオ（ http://www.voiceblog.jp/okitama̲fm/ ）
＜事後掲載＞ 県ＨＰ（ﾎﾞﾗ＆NPO 情報ｻｲﾄ）／まじゃ〜れＬＮＳ／その他：各回結果の報告
＜＜１回：５月１９日＞＞ 参加者数：２０名 話題提供（安孫子義浩氏）
＊話題テーマ：
【やまがた社会貢献基金」のしくみに迫ろう！語ろう！紐解こう！そして、つなげよう
「地域力共創」へ ！！】
＜＜２回：６月１６日＞＞ 参加者数：１７名 話題提供＆地産地消サポーター（大富農産(有)佐藤佳夫氏）
＊話題テーマ：
【山形わさび」量産のしくみや起業の想いを知って、食べて、語ろう「地域力共創！！】
＜＜３回：７月１９日＞＞ 参加者数：２０名 話題提供（林 郁子氏・堀米輝樹氏）地産地消サポーター（食の考房
デリカコンタ 今田とも子氏）
＊移動カフェ イン 河北町 ● ● ● 村山地区（朝日町・河北町・東根市）連携企画 ● ● ●
＊話題テーマ：
【 河北の歴史が育む地域づくりと世界の音楽のコラボレーション！！】
＜＜４回：８月１８日＞＞ 参加者数：１８名 話題提供（阿部 等氏）
＊話題テーマ：
【庄内の歴史と人々が育んできた「公益のふるさと創り」への道筋と地域づくりへ視点】
＜＜５回：９月１６日＞＞ 参加者数：８名 話題提供（横山範和氏）
＊話題テーマ：
【地域ビジネス起業者向けメンター紹介事業「むらやまＣＢメンターバンク（仮称）
」の紹介】
＜＜６回：１０月２０日＞＞ 参加者数：１９名 話題提供（出川真也氏）
＊話題テーマ：
【最上地区からの報告！！「中山間地域」の面白い話および地域資源活用の新しいかたち】
＜＜７回：１１月１７日＞＞ 参加者数：１１名 話題提供（小野浩幸氏）
＊話題テーマ：産・学・官・銀 連携の将来を語ろう【この地山形に＜シリコン・バレー＞は誕生するか！】
＜＜8 回：１月１９日＞＞ 参加者数：１７名 話題提供（大西 清氏）
＊話題テーマ：
【全国初 携帯電話公式サイト「手話典」の全貌、そして山形から全国展開への軌跡】
＜＜９回：２月２３日＞＞ 参加者数：１５名
■■■スペシャルバージョン「やまがた地域力共創【論・楽（劇）・会】■■■
≪≪過去そして今・・・時を越えて共同参画の一つの かたち を考える≫≫
【論】＜ 男女 から 老若男女 へという視点＞： 月刊誌「ほいづん」編集長：伊藤美代子氏
【楽（劇）】＜「語り劇：真知子〜ある女医の物語〜」から見えてくるもの＞: 俳優：今田裕美子氏
＜＜１０回：３月２５日＞＞ 参加者数：１７名
＊話題テーマ：年度末スペシャル「地域力共創推進コンソ 3 事業を振り返る」
＜＜参加者総数＞＞：１６２名
以上の詳細を見たい方は ⇒ http://www.sk-solutions.org/16sr̲infomation.html
http://ipage.yamagata-npo.net/index.php の「ＮＰＯブログ最新情報」
コーナーまたは http://blog.yamagata-npo.net/˜cb/
Ｈ１９年度の開催軌跡
＜＜メディア紹介＞＞
＜事前掲載＞ 県ＨＰ（ﾎﾞﾗ＆NPO 情報ｻｲﾄ）／まじゃ〜れＬＮＳ／その他：各月の案内
山形新聞（平成２０年３月１４日）
：第９回の案内掲載
＜事後放送＞ ＷＥＢラジオ（Ｒａｄｉｏ１）
：第３回の収録内容
＜事後掲載＞ 県ＨＰ（ﾎﾞﾗ＆NPO 情報ｻｲﾄ）／まじゃ〜れＬＮＳ／その他：結果の報告
＜＜第１回：６月１８日＞＞
参加者数：１７名 話題提供（土田 健氏）
＊話題テーマ：
【京都から大井沢へ！若きＩターン者のこの１年】
＜＜第２回：７月１７日＞＞
参加者数：１５名 話題提供（村形 喜男氏）
＊話題テーマ：
【天童市荒谷の「ご意見番（？）
」から世代を越えたメッセージ】
＜＜第３回：8 月２０日＞＞
参加者数：１５名 話題提供（田宮 真紀子氏）

＊話題テーマ：
【河北町谷地の「若き起業家」からのメッセージ】
＜＜第４回：９月１８日＞＞
参加者数：１４名 話題提供者（村中 秀郎氏）
＊話題テーマ：
【これまでの「まちづくり」活動を止揚したいという＜想い＞で活動を開始している
（特活）まちづくり山形からの報告 】
＜＜第５回：１０月１５日＞＞ 参加者数：１５名 話題提供者（喜早 洋介氏）
＊話題テーマ：
【山形初・山形発の美術系予備校を！！！との「想い」で奔走し実現された起業家からのメッセージ】
＜＜第６回：１１月１０日＞＞ 参加者数：２０名 話題提供者（朝日町ﾜｲﾅﾘｰ志藤氏＆「あとりえマサト」板垣氏、田中氏）
＊移動カフェ イン 朝日町 ● ● ● 西村山地区（朝日町・寒河江市・河北町）連携企画 ● ● ●
＊話題テーマ：
【時空を超えて・・・おらが在所（朝日・寒河江・河北）の「かこ・いま・みらい」 を語ろう！！】
＊地産地消サポーター提供：日本一のロゼワインの試飲＆蜜蝋のキャンドルナイト＆
つまみ（朝日町・寒河江市・河北町の乾き物）
＜＜第７回：１月２１日＞＞ 参加者数：１７名 話題提供者（佐藤 順英氏）
＊話題テーマ：
【山形のコミュニティビジネス（ＣＢ）起業家の先駆け者と「地域力共創」 を語ろう】
＜＜第８回：２月１８日＞＞ 参加者数：１４名 話題提供者（伊勢 博氏、山口充夫氏、兼子祐喜氏）
＊話題テーマ：
【ネット（Ｗｅｂ）ラジオの先駆け者ｉｎ山形と一緒に語ろう「その可能性と課題」
】
＜＜第 9 回：3 月 17 日＞＞ 参加者数：２０名
■■■ スペシャルバージョン ： やまがた地域力共創【 論・楽・会 】■■■
≪≪ 福祉の視座から「やまがた」を考えてみよう ≫≫
【論】＜施策運営サイドから見た「やまがた」とは・・・＞ 救護施設みやま荘 ： 大築満夫荘長
【楽】＜唄・音楽が支えとなった家族からのメッセージ！！＞ ユニット「夜間飛行」
：船山夫妻＋パーカッション
＜＜参加者総数＞＞：１４７名
以上の詳細を見たい方は ⇒ http://www.sk-solutions.org/16sr̲infomation.html
http://ipage.yamagata-npo.net/index.php の「ＮＰＯブログ最新情報」
コーナーまたは http://blog.yamagata-npo.net/˜cb/
平成１８度の開催軌跡 （山形県ＮＰＯ協働企画提案事業「CB 起業家創出支援事業（３事業）
」の中の１事業）
＜＜メディア紹介＞＞
＜事前掲載＞ 読売新聞（８月２６日）／毎日新聞（８月２８日）／その他（まじゃ〜れＬＮＳ他）／
県ＨＰ（ﾎﾞﾗ＆NPO 情報ｻｲﾄ）
＜事後放映＞ ＹＢＣテレビ／同県政放送（１２月１０日）／論楽会映像&写真（県ＨＰ：ﾎﾞﾗ＆NPO 情報ｻｲﾄ）
＜事後掲載＞ 山形新聞（９月１日）／朝日新聞（９月７日）／その他（まじゃ〜れＬＮＳ他）／
県ＨＰ（ﾎﾞﾗ＆NPO 情報ｻｲﾄ）
＜＜第１回：８月３０日＞＞ 参加者数：２２名＋７名（ｽﾀｯﾌ：コンソ＋村総） 話題提供（後藤副知事）
＊話題テーマ：
【
「Ｏｎｅ Ｃｏｉｎ 地域力 カフェ」の可能性】
＜＜第２回：９月２７日＞＞ 参加者数：２１名＋５名（ｽﾀｯﾌ：コンソ＋村総） 話題提供（金内勝彦氏）
＊話題テーマ：
【山形の＜「すまい方を考える」ﾈｯﾄﾜｰｸ＞事例】
＊地産地消サポーター提供 ： 清涼&特定保健用食品の紹介＆試飲 提供者 ： 山形ヤクルト販売（株）
＜＜第３回：２５日＞＞ 参加者数：１６名＋５名（ｽﾀｯﾌ：コンソ＋村総） 話題提供（森田氏）
＊話題テーマ：
【山形の「不登校」へのアプローチ】
＊地産地消サポーター提供：大石田産「自然薯」の紹介＆試食 提供者：大石田町新作物開発研究会
＜＜第４回：１１月２９日＞＞ 参加者数：２１名＋４名（ｽﾀｯﾌ：コンソ＋村総） 話題提供（ともいき（共生）夢ﾌﾟﾗﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ）
＊話題テーマ：
【
「循環型社会への障害者就労及び起業促進事業」へのｱﾌﾟﾛｰﾁ】
＊地産地消サポーター提供 ： 新ﾍﾙｼｰ食材「だちょう加工食品」紹介＆試食 提供者： (有)朝日ｵｰｽﾄﾘｯﾁ産業ｾﾝﾀｰ
＜＜第５回：１月２４日＞＞
参加者数：１５名＋５名（ｽﾀｯﾌ：コンソ＋村総） 話題提供（松田道雄氏）
＊話題テーマ：
【子どもからの発見・社会に結びつく活動・創造的共同学習などの探索＆アプローチ】
＜＜第６回：２月２８日＞＞
参加者数：３１名＋５名（ｽﾀｯﾌ：コンソ＋村総）
■■■ スペシャルバージョン ： やまがた地域力共創【 論・楽・会 】■■■
「論」：「地域力共創へ＜団塊Ｕターン者の報告＞」 黒沼貞志氏（(有)ＳＫｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）
「楽」：「地域力共創へ＜歌・唄・うたのﾒｯｾｰｼﾞ＞」 丹波恵子氏（ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ）
当日の映像＆資料・写真を見たい方は ⇒ http://ipage.yamagata-npo.net/modules/x̲movie/
http://ipage.yamagata-npo.net/uploads/mov/onecoin1.pdf
＜＜参加者総数＞＞：１５７名

