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『菜の花プロジェクトは、ほんまに地域を元気にするんかいのぉ～』この問いかけがあったのは、第３回
全国菜の花サミットin大朝（広島）でした。それから12年。
今日までの『資源循環型社会』構築をめざす菜の花プロジェクトの取り組みは、本当に『地域の豊かさ』
に結びついたのか。そしてさらに進めていくには何が必要か。ぜひ東近江に、確かめに来てください。

第15回全国菜の花サミットin東近江実行委員会事務局
（〒527-0162　滋賀県東近江市妹町70番地 あいとうエコプラザ菜の花館内）

Tel:0749-46-8100　Fax:0749-46-8288　e-mail:support2@ai-eco.com 　※火曜・祝日休館 

主催：第15回全国菜の花サミットin東近江実行委員会
共催：NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク

後援：滋賀県・滋賀県教育委員会・東近江市・東近江市教育委員会・（一社）東近江市観光協会
事務局：あいとうエコプラザ菜の花館（NPO法人愛のまちエコ倶楽部）

サミット内容に関するお問い合わせ先

12：00　開場・受付
12：30　オープニングアトラクション
13：00　開会
17：30　閉会

13：30～14：30

基調講演：内橋 克人 氏（経済評論家）
『FEC自給圏を築く』

～ 「呼吸する町」を求めて ～
新聞記者を経て経済評論家。90年代から一貫し
て市場原理至上主義、新自由主義的改革に対し
て警鐘を鳴らし、対抗思潮として『FEC自給圏の
形成』を唱導してきた。

NHKラジオ「ビジネス展望」の
レギュラーはじめ、著書多数。
近著に『始まっている未来 ―新
しい経済学は可能か』（岩波書
店）がある。

※F＝フーヅ（食糧）  E＝エネルギー 
　C＝ケア（人間関係、福祉）

14：40～16：10　事例報告
１． まだまだおもろいで！BDF！ ～ 拡がる可能性 ～
 油藤商事株式会社 青山　裕史 氏
２． 国産菜種オイル普及協力会の取り組みをひろげよう
 NPO地域づくり工房 傘木　宏夫 氏
３． 魅せます、東近江 ～ FEC（フード・エネルギー・ケア）自給の取り組み ～
 ① 有限会社池田牧場 池田喜久子 氏
 ② 薪プロジェクト 野々村光子 氏
 ③ あいとうふくしモール 野村　正次 氏

16：30～17：20　パネルディスカッション
『菜の花プロジェクトは
　　　　　  ほんまに地域を元気にしたんかいのぉ』
　　コーディネーター：藤井　絢子 氏
　　（NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表）

参加費　一般6,000円　学生3,000円
会　場　八日市ロイヤルホテル
　　　　（滋賀県東近江市妙法寺町690）

18：30～20：30　　

近江の食材・近江の地酒　東近江のおもてなし
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４． 25土 26日2015

シンポジウム

参加費　一般　1,000円
　　　　学生　　500円
会　場　八日市文化芸術会館
　　　　（滋賀県東近江市青葉町1-50）

うち    はし       かつ     と

菜の花交流会
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パネル＆ブース展
近江の物産市
同時開催

全国菜の花サミット第15回

in東近江

※内容は予告なく変更することがあります。



閉会式典『サミット宣言』　【会場　愛東コミュニティセンター】
※分科会のご参加のみの場合は１日目のシンポジウムと同じ参加費をいただきます。

Ａ．満開の菜の花畑散策とファームキッチン『野菜花』 参加費　2,500円
　 （近江鉄道八日市駅または愛東コミュニティセンター解散）
Ｂ．近江商人のふるさと五個荘見学と高校生レストラン 参加費　3,000円
　 （JR能登川駅または愛東コミュニティセンター解散）
※A.Bとも参加料に昼食代を含みます。

〒527-0039 滋賀県東近江市青葉町1番50号　　Tel：0748-23-6862
・鉄道の場合 JR近江八幡駅より、近江鉄道に乗り換えて八日市駅へ。
 八日市駅前より　12時～13時の間送迎バスが随時発車。
 （徒歩の場合約15分）
・お車の場合　　名神高速道路「八日市IC」より約15分。

https://v3.apollon.nta.co.jp/nanohana/  （スタートページの『新規利用登録』からお進みください。）
紙資源節約のため、web上でのお申込みにご協力お願いします。下記サイトにもリンクがございます。
【東近江市観光協会】 http://www.higashiomi.net/　【愛のまちエコ倶楽部】 http://ai-eco.com/
【菜の花プロジェクトネットワーク】 http://www.nanohana.gr.jp/
（スマートフォンからは右のQRコードご利用が便利です。）
0748-48-6698　 下記『お申込みフォーム』をご記入の上、送信ください。

●お申込み方法●
① Ｗebサイト

② FAX

4/26日 
〈2日目〉

●シンポジウム会場アクセス●『八日市文化芸術会館』（文芸会館）
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エクスカーション 12：00～15：00　　　集合場所　愛東コミュニティセンター

分科会
9：30～11：20　

閉会式典
11：30～12：00

お申込みフォーム 　＜　FAX　0748ー48ー6698　＞

ふりがな 性別 （　男・女　）

氏名 区分 （一般・学生）

（〒　　　̶　　　　　） （　　　ｰ　　　ｰ　　　）

（　　　ｰ　　　ｰ　　　）

①BDF ②菜種油 ③豊かさ

（6,900円） （6,000円）

（6,700円） （6,200円）

（6,900円）

（5,400円）

＊シンポジウムのみ参加の場合も申し込みをお願いします。シンポジウム参加費（一般1,000円・学生500円）については、全員当日 受付でお支払下さい。
＊宿泊料金は、１泊朝食料金となります。部屋数の関係上、指定タイプ以外の部屋に変更させていただく場合がございますので、予めご承知ください。

該当箇所に○を
お願いします→

ビジネスグリーンホテル八日市

八日市ロイヤルホテル
クレフィール湖東宿泊※

喫煙ルーム希望

※要問合せ

前日
24日（金）

当日
２５日（土）

宿泊日

農家民泊

25日
（土）

26日
（日）

交流会
（一般6,000・学生3,000）

ホテル名 シングル ツイン

A：菜の花畑
（2,500）

和室希望

シンポジウム※

（一般1,000・学生500）

E-mail 　　　　　　　　　＠

分科会 エクス
カーション

B：近江商人
（3,000）

希望あり

希望なし
託児
希望

（申込み期限　平成27年４月15日）

有　（　　　歳）

無

連絡先 八日市駅発
送迎バス希望ＦＡＸ番号

＜　新規　・　変更　・　取消　＞申込み　　　平成　　　年　　　月　　　日
ふりがな 携帯 （　  　 　ｰ　 　　 　ｰ　 　 　　）

住所

所属・事業所

＊宿泊料金は、１泊朝食料金となります。部屋数の関係上、指定タイプ以外の部屋に変更させていただく場合がございますので、予めご承知ください。
＊申込み受付後、受付メールを送付いたします。当日受付へご持参下さい。また、交流会、宿泊等参加申込者には別途確認書を送付いたします。

■お申込み・宿泊に関するお問合せ先：（一社）東近江市観光協会　Tel：0748-48-2100

 　 BDFは地産池消エネルギー！  
　 ～集める・つくる・使う  

地域循環モデルをつくろう～

  　菜種オイルソムリエを目指そう   　わたしたちの望む豊かさ 
　 ～ ヒト・モノ・カネの地域循環 ～

コーディネーター：
　油藤商事㈱ 青山裕史氏

報告：生活協同組合コープしが・
　東近江市永源寺森林組合・
　コトナリエ実行委員会

コーディネーター：
あいとうふくしモール　野村正次氏

コメンテーター：
龍谷大学政策学部准教授 深尾昌峰氏

報告：NPO法人愛のまちエコ倶楽部・
　ファブリカ村・kikito

【会場　あいとうエコプラザ菜の花館
研修室】

【会場　道の駅 愛東マーガレット
ステーション ラベンダールーム】

【会場　愛東コミュニティセンター
２階会議室】

１ 2 3
コーディネーター：
　ＮＰＯ地域づくり工房　傘木宏夫氏、
　太谷優子氏
協力：菜種オイル普及協力会

菜種オイル普及のためのレシピ
勉強会、テイスティング、各地の
事例紹介など

※複数名様でお申込の場合…Webサイト利用が便利です。FAX利用の方には、専用申込用紙を送付しますので、お問い合わせ
　ください。


