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平成27年4月23日 

第2回 宗像国際環境100人会議 
開催日：平成27年5月22日（金）、5月23日（土）、5月24日（日）、6月21日 

5月22日（金）本会合１日目 会場：オテルグレージュ 

司会：佐藤典子（IPU環太平洋大学特任教授） 

午前中 フィールドワーク 対象：大学生  

13:00 受付  

13:30-13:35 開会、主催者挨拶 谷井 博美（宗像市長） 

13:35-13:45 共同議長挨拶 

（韓国ユネスコの大学生紹介） 

サンキュン・ビュン（ユネスコ政府間海洋学委員会 議長） 

13:45-13:55 共同理事長挨拶  黒田 玲子（東京理科大学教授、東京大学名誉教授、国連科学

諮問委員） 

13:55-14:10 休憩 

14:10-15:40 プレナリー『環境と科学と文化』 

今年のテーマ「海に生きる～海と森との共生～」のもと、環境、科学、文化分野から有識者が集い、専門の

知識を交えながら本会議に対する想いを語り合い、価値観を共有し、より良い会合へするためのヒントを探

ります。 
 

モデレーター：黒田 玲子（東京理科大学教授、東京大学名誉教授、国連科学諮問委員） 

パネリスト：サンキュン・ビュン（ユネスコ政府間海洋学委員会 議長） 

      道田 豊（ユネスコIOC副議長、東京大学大気海洋研究所 副所長） 

ハン・チュンリー（ユネスコ生態・地球科学部長、ユネスコ事務局長 代理） 

ハヤット・シンディ（サウジアラビア国王アドバイザー、国連科学諮問委員） 

ザクリ・アブドゥル・ハミド（マレーシア政府科学顧問、国連科学諮問委員） 

15:40-15:55 休憩（舞台転換） 

15:55-16:25 大学生プロジェクト「Future Design by Students」紹介 

16:25 終了（一時解散、希望者は宗像大社など見学） 

16:30-17:30 大学生：グルーピング、自己紹介（講師：羽場久美子（青山学院大学大学院教授）） 

 

オープニングパーティー 会場：オテルグレージュ  
ドレスコード：インフォーマル（ビジネスカジュアル） 

司会：生田サリー（フリーアナウンサー） 

17:30 受付  

18:00-19:20 映画『うみやまだあひだ』上映  

19:20-19:30 挨拶  宮澤 正明（監督＆撮影監督） 

19:30-19:40 挨拶   

19:40-19:50 挨拶   

20:00-20:30 ミニコンサート 八神 純子（歌手） 

21:30 中締め   

21:30-23:00 カクテルパーティー ※大学生退出 
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5月23日（土）本会合２日目  会場：日本赤十字九州国際看護大学 

司会：佐藤典子（IPU環太平洋大学特任教授） 

9:00 受付  

9:30-9:40 共同理事長挨拶 鈴木 佑司（法政大学名誉教授） 

9:40-9:50 ビデオメッセージ 林 芳正（農林水産大臣）、ジョセフ・E・スティグリッツ（コロンビア

大学教授、ノーベル経済学賞受賞者） 

9:50-10:00 My Life, My Message 

（１人10分） 

節子・クロソフスカ・ド・ローラ（画家、ユネスコ平和芸術家） 

10:00-10:10 八幡 暁（グレート・シーマン・プロジェクト） 

10:10-10:20 筒井 隆司（ＷＷＦジャパン事務局長） 

 休憩  

10:35 -10:45 My Life, My Message 

（１人10分） 

中山 光輝（財務省 主計局調査課 主計企画官） 

10:45-10:55 尾池 厚之（外務省 地球規模課題審議官、大使） 

10:55-11:05 中井 徳太郎（環境省 大臣官房審議官） 

11:05-11:20 Q＆A  

11:20-11:35 休憩（舞台転換）  

11:35-12:30 環境事業特別セッション「新エネルギーと最先端技術の融合」 

～水素（燃料電池）自動車から見えてくる日本の新しい未来～ 

世界初の市販車となったトヨタの水素自動車「MIRAI」。20世紀にハイブリット自動車を送り出し、21世紀

に水素自動車を送り出したトヨタの開発リーダーたち。いち早く水素社会の実現を目指す福岡県と愛知県、

そして環境先進都市を後押しする九州経済界のトップが一堂に会し、次世代エネルギーと最先端技術の融合

による、新しい日本の未来を語り合います。 

 

パネリスト：大村 秀章（愛知県知事） 

岸本 吉生（九州経済産業局長） 

田中 義和（トヨタ自動車株式会社 製作企画本部 ＺＦ チーフエンジニア） 

 

モデレーター：生田 サリー（フリーアナウンサー） 

12:30-13:30 ランチ  

13:30-13:50 スピーチ（質疑5分） 髙橋知明（公益財団法人瓦礫を活かす森の長城プロジェクト） 

13:50⁻14:00 休憩（舞台転換）  

14:00-15:00 プレナリー「人間と自然の共生」 

多用な生態系が守られてきた「鎮守の森」は、地球問題にとって鍵となる重要な存在と考えられます。 

文化、芸術、信仰、教育、商業などあらゆる面で自然とかかわってきた人間は、どのように自然と共存でき

るのか。森から海へ、また森へとめぐる自然の恵みに感謝の気持ちを抱きながら議論します。 

 

モデレーター: 名越 健二（United Brain Networks Ltd.マネージングディレクター） 

パネリスト: ルイ・アルベール・ド・ブロイ王子（デロール オーナー） 

サイモン・ケイナー（Head of the Centre for Archaeology and Heritage at the Sainsbury Institute、

Director, Centre for Japanese Studies, University of East Anglia） 

マーティン・パーマー （Head of Culture, Creativity and Values for the United Nations in 

relationship to the post-2015 process、世界宗教者環境保全連盟(ARC)事務総長） 

15:00-15:30 コーヒーブレイク、講義室へ移動  

16:00-17:00 テーブルミーティング（自己紹介、感想のシェア） 

17:00-17:20 ギャラリーウォーク  

17:40 パーティー会場へ移動（バス）  

 

 



3 
 

開催記念パーティー   会場：ぶどうの樹海岸通り マルマーレ 
ドレスコード：インフォーマル（ビジネスカジュアル） 

司会：生田サリー（フリーアナウンサー） 

18:00 受付  

18:30-18:35 挨拶  

18:35-18:45 スピーチ 小坂 文乃（日比谷松本楼取締役副社長） 

18:45-18:50 来賓挨拶 小山 達生（福津市長） 

 乾杯   

21:00 終了  

 

5月24日（日）本会合３日目  会場：日本赤十字九州国際看護大学 

司会：佐藤典子（IPU環太平洋大学特任教授） 

9:00 受付  

9:30-9:40 開会、挨拶 児玉 克哉（三重大学教授）  

羽生田 栄一（UBrainTV㈱代表取締役CEO） 

9:40-10:00 レクチャー『海洋防災情報』 道田 豊（ユネスコ IOC副議長、東京大学大気海洋研究所

副所長） 

10:00-10:40 テーブルディスカッション『海洋防災情報』  

10:40-11:00 ディスカッション内容の共有  

11:00-11:15 休憩  

11:15-11:35 レクチャー『海ごみ』 清野 聡子（九州大学准教授） 

11:35-12:15 テーブルディスカッション『海ごみ』  

12:15-12:35 ディスカッション内容の共有  

12:35-13:35 ランチ（ホールへ移動）  

13:35-14:45

（Q&A10分） 

 

特別討論会「海と森の共生」 

～環境観光列島ニッポンへ～ 

～国際環境先進都市の挑戦～ 

パネリスト: 鈴木 英敬(三重県知事)、田中 俊行(四日市
市長)、他 

モデレーター: 御園 愼一郎(UBrainTV㈱取締役社長) 

14:45⁻15:00 休憩（舞台転換） 

15:00-15:45 対談『海と森との共生』 

海と森は、一方では何百年という時を経て、一方では短期間で「水」によって繋がっています。海と森がど

のように共生しているのか、それによって私たちはどのような自然の恩恵を得ているのでしょうか。私たち

の身近な行動、選択が世界に及ぼす影響について考えます。 

 

スピーカー：速水亨（速水林業代表） 

中田英昭（長崎大学教授） 

15:45-16:10 コーヒーブレイク、講義室へ移動  

16:10-16:50 テーブルディスカッション『海と森との共生』  

16:50-17:30 グループ発表  

17:30-17:40 閉会挨拶  

 パーティー会場へ移動（バス）  
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シンポジウム～海と森との共生、宗像の文化・自然・暮らしを未来につなぐ～ 

ドキュメンタリー映画「うみやまあひだ」特別上映 
 

第 2回宗像国際環境100人会議のテーマでもある「森と海との共生」を続けてきた日本の心を探る、写真家・宮澤正明氏の初監督

作品映画「うみやまあひだ～伊勢神宮の森から響くメッセージ～」の特別上映とシンポジウムを開催します。 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界遺産登録を目指す意義、そして世界遺産登録によって農業・漁業・観光・自然など、

地域の暮らしへの影響、これから私たちが遺産を守り伝えていくために必要なことなどを考えます 

 

日 時：平成27年5月24日（日）13:30～17:00 

場 所：宗像ユリックスハーモニーホール（福岡県宗像市久原400番地） 

入場料：無料 

共 催：宗像国際環境100人会議／「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議／西日本新聞社 

内 容：映画「うみやまあひだ」特別上映会／監督挨拶 

    シンポジウム 

    コーディネーター：筑波大学大学院教授  稲葉 信子  

    パネリスト   ：東京農業大学名誉教授 進士 五十八 

             九州大学大学院教授  藤原 恵洋 

             牡蠣漁師NPO法人森は海の恋人副理事長 畠山 信 

             公益財団法人森の長城プロジェクト 細川 裕子 

 

 
クロージングパーティー  
会場：Slow Resortぶどうの樹 ゆかいな果樹園 

ドレスコード：インフォーマル（ビジネスカジュアル） 

司会：生田サリー（フリーアナウンサー） 

18:00 受付  

18:30-18:45 挨拶、乾杯  

20:30 終了  

 

 

6月21日（日）発表会、記念講演会  会場：日本赤十字九州国際看護大学 オーヴァルホール 

12:30 受付  

13:00-13:45 開会 

挨拶 

報告会（ビデオ上映など） 

Future Design by Students授賞式 

（第2回宗像国際環境100人会議の模様を映像で報告する） 

13:45-14:00 休憩  

14:00-16:00 記念講演会 登壇者予定： 

ジョゼ・ラモス＝ホルタ（ノーベル平和賞受賞者、東ティモール民主

共和国前大統領） 

黒田 玲子（東京理科大学教授、東京大学名誉教授、国連科学諮問委員） 

…ほか 

※スケジュールの内容は変更する場合がございます。 


