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（昨年のシンポジウムの様子） 

 

  

 

 

 

うみ・ひと・くらしフォーラムと東京水産振興会は、活動の実践者である女性グルー

プが一堂に会して情報や意見を交換し合う場として、これまで様々な地域でシンポジウ

ムを開催してきました。 

現在、多くの漁村女性たちが、今の漁業や生活、地域を何とかしたい、より良くした

い、持続させたい、と色々な方法で一歩踏み出しています。地域の漁業やコミュニティ

を何とかしたくて一歩踏み出した人たち、グループ活動を長年続けてきて、次の一歩に

踏み出した人たち、このままではいけないと一歩踏み出したいと思っている人たち。そ

んな方々を対象としています。 

今年は、「色々なコラボの可能性を探る！」と題して開催したいと思います。人×人、

食材×食材、人×食材、地域×地域、水産×他業種、若者×高齢者…色々なコラボの組み

合わせや可能性があります。皆さんの地域ではどのようなコラボがありますか？どんな

コラボをしてみたいですか？みんなで集まって、自分たちの経験や思い、発想、情報、

意見。いろいろなことをシェアしませんか。 
 

 

 

うみ・ひと・くらしシンポジウム 2019 in 松山のご案内 

 

日 時：２０１９年９月１４日（土）12：00～17：00（受付開始は 11：30～） 

               終了後、懇親会を予定（18 時～20 時） 

         ９月１５日（日） 9：30～13：00 頃 

（貸切バス利用希望者は 8：15 頃、松山駅周辺に集合） 

場 所：松山市男女共同参画推進センター ＣＯＭＳ 

（〒790-0003 愛媛県松山市三番町６丁目４番地２０） 

主 催：愛媛県漁協女性部連合会、うみ・ひと・くらしフォーラム、 

一般財団法人 東京水産振興会 

後 援：（予定）愛媛県、東海大学海洋学部、国立研究開発法人 水産研究・教育機構 

 

★お子様を預けたり遊んだりできるスペースを設置します！お気軽にご利用ください！また、お

子様のシンポジウムの同席も可能。 

（お申込は４ページ目をご覧ください） 

ぜひ、あなたの周りの若い方（男女問わず）をお誘いください！ 

夫婦や親子などでのご参加も大歓迎！ 

色々なコラボの可能性を探る！ 

うみ・ひと・くらし 

シンポジウム 

2019 in 松山 
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《プログラム》 

 

９月 14 日（土） 

11：30～12：00   受付（5 階、大会議室前） 

12：00～12：20   趣旨説明、グループごとの商

品ＰＲなど 

 

 

12：30～13：30   試食会 

自分たちの商品について皆の意見を聞いてみたい方、これから販売していこうと考

えている商品、自分たちの商品の新しい食べ方の提案など、試食会に商品を提供して

みませんか？（調理室では商品を切ったり、盛り付けたり等の簡単な作業しかできま

せんが、この機会にぜひご提供ください！） 

 

13：45   シンポジウム開始 

 

講演 ： 私たちの夢プロジェクト~未来に種をまこう 

中村 和憲 氏（食文化・料理研究家/作曲家） 

世界 10 カ国以上を訪れ各国の食文化に感銘、「台所はみんなの幸せをつくる場

所。幸せな食卓を増やしたい」と始めた食育料理教室のマスコミ取材をきっかけ

に地元 TV 局情報番組のレギュラー15 年。TV、ラジオ、イベント企画・出演を

はじめ、料理監修、フードコーディネート等を通して地域活性化事業に数多く携

わる。 

 

みんなでトーク（パネルディスカッション） 

パネリスト： 

中村 和憲 氏（食文化・料理研究家/作曲家） 

喜田 ヒサ子 氏（愛媛県漁協女性部連合会 会長） 

武部月美氏、阿部祐加氏（株式会社あこやひめ 代表取締役社長、取締役） 

谷岡 真衣 氏（たにおか農園、farmer’s kitchen HIMARINO 代表） 

愛媛県以外からの登壇者も検討中！ 

 

シンポジウム終了後、懇親会（会費制・お一人様 4,000 円程度）を予定しています。 

会場：千年和食 銀次郎 

（〒790-0002 愛媛県松山市二番町 3-7-15） 

 

試食会場の様子（写真：COMS） 
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９月 15 日（日） 9：30～13：00 頃 

 

9：30～11：30   ミニシンポジウム in 内子フレッシュパークからり 

今日もみんなでトーク 

11：30～13：00 頃  自由見学 

 

「内子フレッシュパークからり」は農産物の直売所やレストラン、加工場などが一体と

なった道の駅です。自分たちで勉強会を積み重ね立ち上げてきた「からり」。今も出荷者

たちで組織する「からり直売所出荷者運営協議会」は自分たちで組織を運営しています。

平成 29 年度には「からり直売所出荷者運営協議会」が農林水産省「豊かな村づくり部

門」で内閣総理大臣賞を受賞しました。設立に尽力された名誉会長や現在の会長たちから

「からり」への思いや課題やこれからについてざっくばらんにお話を伺います。「今日も

みんなでトーク」の後は、リニューアルオープンしたからり直売所を自由に見学します。 

内子フレッシュパークからり 

http://www.karari.jp/ 

〒791-3301 愛媛県内子町内子 2452 番地 

 

昼食について 

視察の際にはお弁当を用意いたします。金額は 800～1,000 円程度です。 

「内子フレッシュパークからり」施設内にはパン屋やレストラン、うどん屋、直売所の

お弁当やお惣菜販売がありますが、視察日は連休の中日となります。店舗によっては大変

混雑する可能性もありますので、ぜひご利用ください。（お弁当を希望されない場合に

は、参加申込用紙の該当欄に×印をお願いいたします。） 

 

貸切バス運行について 

松山駅から視察先である「内子フレッシュパークからり」への移動は貸切バスも予定し

ています。（道路状況によりますが、約 1 時間かかります。）また、自由見学終了後「内子

フレッシュパークからり」から松山駅と松山空港まで運行します。 

15 日当日の集合場所については、14 日シンポジウム時のご案内となります。 

（利用を希望される方は、参加申込用紙の該当欄に〇をお願いいたします。） 

 

会場と交通の関係上、お申込はお早めに！ 
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うみ・ひと・くらしシンポジウム 2019 in 松山 ～ 会場案内 ～ 

 

会場は松山市男女共同参画推進センター ＣＯＭＳです。 

 

【主要駅からのアクセス】  ＊主要駅から会場までの経路です。 

 

〇JR松山駅から 

①徒歩で約20分 

②電車：｢ＪＲ松山駅前｣⇒

｢伊予鉄道・南堀端｣下車（電

車５分＋徒歩５分） 

 

〇松山市駅から徒歩約10分 

 

【主な宿泊施設】 

価格はシングル1泊（朝

食付）で6,000～10,000円程

度が目安です。 

 

 

 

 

 

 

うみ・ひと・くらしフォーラムについて 

“うみ・ひと・くらしフォーラム”は、様々な立場から海に関わる女性を中心に、漁村の

今とこれからを考える任意組織です。各種漁村調査やシンポジウム開催などの活動を通し、

情報提供やネットワーク形成など、現場での疑問や問題点の解決のお手伝いをしています。 

メンバー：関いずみ（東海大学）、三木奈都子（中央水産研究所）、副島久実（水産大学

校） 

 

東京水産振興会について 

一般財団法人 東京水産振興会は、全国の漁村、特に女性活動の活性化が重要であるとい

う認識のもと、漁村女性グループを対象としたシンポジウムをうみ・ひと・くらしフォー

ラムと共同開催するなど、連携した活動を行っています。 

一般財団法人 東京水産振興会 

〒104-0055 東京都中央区豊海町 5－1 豊海センタービル７階 

電 話： 03-3533-8111   ＦＡＸ： 03-3533-8116 

ホームページ： http://www.suisan-shinkou.or.jp/ 



 

 5 / 6 

 

参加申込書 
●参加申込書は、東京水産振興会宛に、7 月 26 日（金）までに、ファックスまた

は郵便でご返送ください。 

ファックス：０３‐３５３３‐８１１６ 
住所：〒104-0055 東京都中央区豊海町 5-１ 豊海センタービル７階 

参加者全員のお名前をご記入いただき、シンポジウム及び懇親会などについて、参加さ

れる場合は○を、参加されない場合は×をお願いします。 

子供スペースを利用される方は、お子様の人数と年齢をご記入ください。 

9/15 視察時のお弁当を希望されない方は、該当欄に×印をお書きください。 

 

参加者氏名 9/14 

シンポ 

 

 

試食会 

 

 

懇親会 

 

 

子供ス

ペース

の利用 

９/15 

視察 

 

 

視察先

まで貸

切バス 

 

視察先

まで自

分で移

動 

 

視察

時の

お弁

当 

①         

②         

③         

④         

⑤         

⑥         

⑦         

⑧         

 

所属漁協女性部名 

または起業グループ名など 

 

 

代表者住所 

 

 

〒 

代表者電話（日中連絡のとれる電話番号を

お願いします。） 

 

代表者ファックス 

 

 

メールアドレス  

試食会への試食提供（○をつけてくださ

い） 

あり ・ なし 

試食会への試食提供「あり」の場合は、予

定の商品をお知らせください 
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●試食会の試食品は買い取りとなります。買い取り金額は１万円までとなります。試食品

は、1 人 1 口程度の大きさで 80 人分程度を想定してください。（ご用意いただく量に

ついては、後日調整させていただく場合がございます。） 

●試食会に試食品を提供していただくグループには、別途案内を差し上げます。 

●懇親会の参加費はお一人当たり４,000 円程度を予定しております。 

●子供スペースを利用されたい方には別途ご連絡いたします。 

●9/15 について、集合場所から視察先への移動手段（バス等）はこちらで手配する予定

です。集合場所は 9/14 のシンポ時にご案内します。 

●9/15の昼食はお弁当を用意いたします。料金は800～1,000円を予定しております。 

 
 

 

 

 

 

 

 

【シンポジウムに関するお問い合せ先】 

一般財団法人 東京水産振興会（振興部：松田、早乙女） 電話：03-3533-8111 


