2015 年

11/5 （木）
13 ： 00 ～ 19 ： 30
会 場 ： TOKYO FM HALL
東京都千代田区麹町

東日本大震災の津波被害から 4 年

参加費 ： 無 料

＊＊ スケジュール（予定） ＊＊

日 時 ： 2015 年 11 月５日 （木）

12：30 受付開始

13 ： 00 ～ 19 ： 30 （受付開始１２ ： ３０）

13：00 開会挨拶・来賓挨拶（30 分）

会 場 ： TOKYO FM HALL

13：30 基調講演（60 分）

（東京都千代田区麹町 1 丁目 7 番 FM センター 2F）

14：30 第Ⅰ部 （120 分）
宮城県岩沼市「千年希望の丘」という挑戦

定 員 ： 300 人
参加費 ： 無 料 （申込要）

16：30 休憩（30 分）

お願い ： 会場にて 1,000 円 （苗木 2 本分） 以上の

17：00 第Ⅱ部 （120 分）
子どもたちと描く千年希望の未来

ご寄附をお願い致します。

19：30 終了予定

※全額岩沼市 「千年希望の丘」
植樹祭向け寄付苗木へ
お申込 ： （公財） 生存科学研究所の HP をご覧下さい。

生存科学研究所

検索

主 催：公益財団法人 生存科学研究所
一般社団法人 日本フィトセラピー協会

☆主な講演者（予定）
・今村文彦（東北大学災害科学国際研究所所長）
・小泉英明 （日立製作所フェロー、公益社団法人日本工学アカデミー副会長）
・本川達雄 ( 東京工業大学名誉教授）
・鈴木邦雄（横浜国立大学学長）
・西村雅彦（俳優）
・田口ランディ（小説家）他

一般社団法人 森の防潮堤協会
〒102-0080
東京都千代田区麹町 1 丁目 7 番
FM センター 2F

←四谷駅

麹町警察署
●
●麹町警察署

新宿通り

皇居

③半蔵門線駅

内堀通り
日比谷 ↓

賛：うまい鮨勘の株式会社アミノ・株式会社深松組
株式会社清月記・株式会社三五・金剛寳山輪王寺
日本メガソーラー整備事業株式会社・株式会社地熱開発
後 援：宮城県岩沼市・国土交通省東北地方整備局・復興庁宮城復興局
エフエム東京・エフエム仙台・千代田区
特別協力：公益財団法人 瓦礫を活かす森の長城プロジェクト
一般社団法人 減災産業振興会
岩沼みんなの家 by infocom
尚美学園大学 浅川研究室
協 力：NPO 法人どんぐりモンゴリ
NPO 法人国際ふるさとの森づくり協会 (ReNaFo）
志ネットワーク青年塾・たまもりくらぶ・ふっくら布ぞうりの会

← 九段下

協

②半蔵門線駅
①半蔵門線駅
TOKYO FM ホール

■半蔵門線 「半蔵門駅」 下車 ①②番出口より徒歩約３分

◆津波防災シンポジウム２０１５ プログラム◆
2015.11.5（木）
講演者

テーマ

12:30 受付開始

開会挨拶

13:00 来賓挨拶

13:30 基調講演

日置道隆

一般社団法人 森の防潮堤協会理事長

青木 清

公益財団法人 生存科学研究所理事長

池田明子

一般社団法人 日本フィトセラピー協会代表理事

西村明宏

衆議院議員、国土交通副大臣(2期）、内閣府副大臣（2期）、復興副大臣（2期）

今村文彦

東北大学災害科学国際研究所所長（教授）

植生・地形による減災効果

小泉英明

日立製作所フェロー・公益社団法人日本工学アカデミー副会長

脳と心を育む植樹（II）

本川達雄

東京工業大学名誉教授

「私」と生物

第Ⅰ部 宮城県岩沼市「千年希望の丘」という挑戦

（１）総延長１０キロ

14:30 への道のり

15:30 （２）新たな挑戦

菊地啓夫

岩沼市長

「千年希望の丘」とは

鈴木邦雄

横浜国立大学前学長・横浜国立大学名誉教授

海岸林再生とふるさと復元

新川 眞

公益財団法人瓦礫を活かす森の長城プロジェクト事務局長

復興と復旧の違い

陶山佳久

東北大学大学院農学研究科 准教授

遺伝的地域性を考慮した植樹

奥山吉徳

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 副所長

緑の防潮堤について

髙野 薫

三五コ－ポレ－ション株式会社 総務室総務課環境・広報グル－プ

復興支援の苗木づくり

上野敏史

株式会社アミノ代表取締役社長／志ネットワーク 青年塾

鮨屋が木を植える理由

谷地沼富勝 「千年希望の丘」岩沼復興アグリツーリズム協議会

岩沼復興アグリツーリズム

16:30 休憩
第Ⅱ部 子どもたちと描く千年希望の未来
17:00

閉会挨拶

梅沢富美男ビデオメッセージ

いざ「千年希望の丘」へ

「レジェンド・オブ・ザ・フォレスト 宮脇昭８７歳と木を植える子どもたち」

映像公開

熊谷育美＆中村マサトシ＆伊東洋平ライブ

「千年希望の丘」新曲発表

西村雅彦

俳優 宮城県岩沼市健幸大使

岩沼に行こう！

村松秀子

ＮＰＯ法人どんぐりモンゴリ事務局（東北支援担当）

子供たちの苗木づくり

仁禮彩香＆齊藤瑠夏 減災産業振興会

高校生が描く東北の未来

田口ランディ 小説家

いのちのエール

グローパス・フレンズ・ライヴ

東北の子供たちとのコラボ曲

尚美学園大学新・音楽集団「匠」ライブ

「千年希望の丘」に花は咲く

菊地啓夫＋西村雅彦＋日置道隆＋青木清＋池田明子

19:30 終了

※「生存科学研究所」の HP からお申込下さい。お申込の際に、いずれかのご参加をお選び下さい。
○１部・２部に参加 (13:00 〜 19：30）
○１部のみ参加（13：00 〜 16：30）
○ 2 部のみ参加（17：00 〜 19：30）

生存科学研究所

検索

