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H28.7.14更新 

宗像国際環境会議 プログラム詳細版 

 

８月１９日（金）１日目  【会場】玄海ロイヤル ロイヤルホール（1F） 

 

12:00 会場、受付  

13:00（3分） 開会宣言 実行委員会 会長 小林正勝 

  （3分） 主催者挨拶 宗像市長 谷井博美 

（3分） 来賓挨拶 福岡県（予定） 

 （舞台転換） 

13:15～ 環境の「今」を学ぶ。各団体の取組み紹介 

進行：中井徳太郎氏 

環境省 つなげよう、支えよう森里川海プロジェクトチーム副チーム長

（廃棄物・リサイクル対策部長） 

（15分） 事例１：国の取組み 環境省 

（15分） 事例２：地元の取組み 福岡県立水産高校 

（15分） 事例３：世界の海の環境 ＲＫＢ※調整中 

（15分） 事例４（森）：空からみた森 

航空関係は空からの広域的な定

点観測を実施。地球規模の森の変化

を把握。 

日本航空 

パイロットと地上支援チームは

現地から世界までの気象状況を把

握、瞬時に総合判断。 

（5分） 休憩 

（15分） 事例５（森）：農園の保全活動 

持続可能な農園認証制度の取得

を支援することで、スリランカの茶

畑の環境保全につなげる。 

キリン 

飲料メーカーとして良質な原材

料の安定調達と農園の環境保全や

働く人たちの生活向上に貢献して

いきます。 

（15分） 事例６（川）：川の保全活動 

清潔な人間生活の維持と水生生

物の健康な生活の両立へ。家庭から

水循環への視点を提供。 

シャボン玉石けん 

人間も生態系の一員、化学物質

との関係を考えるという理念を製

品通じて発信。 

（15分） 事例７（里）：里の保全活動 

 節水技術の追求という TOTOの

果たすべき役割とともに、市民団体

を支援することで、水とくらしの身

近な問題解決に貢献していきます。 

ＴＯＴＯ 

 水まわりを中心とした豊かで快

適な生活文化を創造するため、水

資源の再生・保全や水源となる森

の保全活動に取組んでいます。 
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（15分） 事例８（海）：珊瑚の再生 

 世界的なサンゴの劣化対策。観光

だけでなく蛋白源を魚に依存する

地域では食糧問題。 

三菱商事 

 珊瑚礁は国際的支援でも重要。

生態系の保全・再生は地域や国際

関係の安定の基盤。 

（15分） 事例９（海）：海の保全活動 

 「磯焼け」の原因は多様だが、不

足気味の物質を補給することで、生

態系再生に挑戦。 

新日鉄住金エンジニアリング 

 循環型社会の形成。海における

藻場再生技術の紹介。 

(15:30) 

 

休憩 

16:15 パネルディスカッション 

「海からの警告・未来は過去から学ぶ 

～古代宗像の民の智慧に学ぶ～」 

 

モデレーター：清野 聡子氏（九州大学大学院 准教授）  

パネリスト ：八幡 暁氏（カヤック冒険家） 

       エバレット・ブラウン氏（湿版光画家） 

       葦津 敬之氏（宗像大社 宮司） 

       中村 忠彦氏（宗像漁業協同組合長）他 

 

18:00 終了 

 

 

オープニングパーティ【会場】玄海ロイヤル ロイヤルホール（1F） 

 

18:30 開会 挨拶  

    挨拶  

 乾杯 挨拶  

   

 閉会 挨拶  

20:30 終了 
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８月２０日（土）２日目 

 

9：00 各、フィールフドワークへ現地集合 

 フィールドワーク① 海の鎮守の森づくりプロジェクト 

会場：鐘崎漁港 

 

フィールドワーク② 水際クリーンアップ プロジェクト 

島エコ）大島 

川エコ）釣川 

海エコ）鐘崎周辺 

 

※昼食は各フィールドにて用意 

15:00 終了後、玄海ロイヤルへ移動 

15:30 テーブルディスカッション 

全体ファシリテーター（考察＆まとめ） 

清野 聡子氏（九州大学大学院 准教授） 

 

17:00 終了 

 

 

大交流会  【会場】玄海ロイヤルプールサイド 

 

17:00 開会 挨拶   

    挨拶   

 乾杯 挨拶   

    

 閉会 挨拶   

20:30 終了 
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８月２１日（日）３日目  【会場】玄海ロイヤル ロイヤルホール（1F） 

 

9:00 会場、受付  

9:30（3分） 開会宣言 宗像市長 谷井博美 

（約 20分） 宗像国際環境会議 概要説明 実行委員会事務局 養父信夫 

（約 20分） 第 1部 地元取組み事例紹介 

    福岡県立水産高校「Project T」 

10:15（5分） （舞台転換） 

10:20 

（60分） 

第 2部 パネルディスカッション 

  「宗像の自然・文化を次世代に残すために～未来への提言～」 

 

モデレーター：葛城奈海 

パネリスト ：黒田玲子氏（東京理科大教授） 

       デービッド・アトキンソン氏（小西美術工藝社） 

稲田美織氏（写真家、エッセイスト） 

       地元漁師他 

 

11:20 

（5分） 

第３部 宗像国際環境会議からの宣言 

 

11:25 閉会挨拶 実行委員会 会長 小林正勝 

11:30 終了 
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登壇者情報 

 

８月１９日（金） 

 

◆環境の「今」を学ぶ。各団体の取組み紹介 

進 行：中井徳太郎氏（環境省 つなげよう、支えよう森里川海プロジェクトチーム副チ

ーム長、廃棄物・リサイクル対策部長） 

 

事例紹介企業：環境省、福岡県立水産高校、日本航空、キリンビール、シャボン玉石けん、

ＴＯＴＯ、三菱商事、新日鉄住金エンジニアリング 

       各担当者より発表予定 

 

◆パネルディスカッション 

「海からの警告・未来は過去から学ぶ～古代宗像の民の智慧に学ぶ～」 

 

登壇者：八幡 暁氏（カヤック冒険家） 

    エバレット・ブラウン氏（湿版光画家） 

    葦津 敬之氏（宗像大社 宮司） 

    中村 忠彦氏（宗像漁業協同組合長） 他 

 

 

８月２１日（日） 

パネルディスカッション 

「宗像の自然・文化を次世代に残すために～未来への提言～」 

 

登壇者：黒田 玲子氏（東京理科大教授） 

    デービッド・アトキンソン氏（小西美術工藝社） 

    稲田 美織氏（写真家、エッセイスト） 他 
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１日目 シンポジウム登壇者プロフィール 

八幡 暁＜カヤック冒険家、グレート・シーマン・プロジェクト＞ 

大学時代より素潜漁を始め、卒業後は「潜れる海があれば、生きていける」

と各地の漁師の仕事を学びながら国内外を巡る。 

シーカヤックと出会い、2002 年から「海と共に暮らす人々は、どのよう

に生きているのか」をテーマに、オーストラリアから日本までの多島海域

を舞台にし た人力航海の旅「グレートシーマンプロジェクト」をスター

ト。フィリピンー台湾海峡横断（07 年）など世界初となる航海記録を複数持つ。2005 年、

身の 丈＋10 センチをサポートする手漕屋素潜店「ちゅらねしあ」をオープン。2011 年か

ら日本の漁村を巡る「海遍路」、2014 年より都市生活における水辺 を取り戻す活動「じゃ

ぶじゃぶ」を開始。※第２回宗像国際環境１００人会議ゲストスピーカー 

 

エバレット・ブラウン＜湿板写真 

 

文化庁 長官表彰（文化発信部門）被表彰者 

アメリカ生まれ。88年来日。ブラウンズフィールド代表。epa通信社日本

支局長を経て、2012年より日本の魅力を海外に紹介する企画に携わる。またはインバウン

ドツーリズムのプランナーとして活躍。明治大学の客員教師。著書に『俺たちのニッポン』,

『日本力』（松岡正剛氏との共著）ほか多数。 

【主な実績】 

・ 内閣府主催世界経済フォーラムダボス会議Japan Exhibitionプランナー 

・ 内閣府海外広誌の編集委員会員 

・ 経済産業省クール・ジャパン官民有識者会議委員 

・ 経済産業省「新日本様式」アドバイザー 

・ 文化庁主催 文化芸術立国の実現のための懇話会会員 

・ 環境省「国立公園インバウンド推進」アドバイザー 

・ 観光庁「北陸インバウンド」アドバイザー 

・ 日本再発見塾呼び掛け人 

・IBM有識者会議会員 

・日本文化デザインフォーラム会員 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81
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３日目 シンポジウム登壇者プロフィール 

 

稲田美織＜写真家、エッセイスト＞ 

 

写真家、多摩美術大学油絵学科卒業。 

2016 年に行われた伊勢志摩サミットにて、写真書籍・全編英語版『Ise 

Jingu and the Origins of Japan』が G7 の首脳陣に公式に渡された。

同時期に外国人特派員協会にて展覧会を開催。 

 

一橋中学校にて美術教員を務めたのち 1991年より拠点をＮＹに移し、フリーの写真家とし

て活動を開始。2001 年のＮＹ同時多発テロを偶然目撃したのを契機に世界中の聖地を撮影。

ネイティブ・アメリカンの聖地からマヤ遺跡、ギリシャ、トルコ、アンコールワット、イ

スラエル、パレスチナ、ウクライナ、そして伊勢の神宮へと辿り着く。2006 年より伊勢神

宮の式年遷宮に関わる撮影を開始。ハーバード大、ＮＹ工科大学、ＮＪ工科大学、在日ポ

ーランド大使館、駐日ウクライナ大使館、イスラエル美術館、モナコ日本庭園、上海では

国交正常化の正式行事として展覧会を開催する。ワシントン DCでの展覧会はワシントンポ

ストに特集される。 

   

また 2013年には、東京国立博物館「大神社展」で写真を展示する。2014 年に国連、コロン

ビア大学、ブルックリン植物園にて、展覧会を開く。ハーバード大学、フェデリティ、ウ

クライナ大使館などに作品収蔵される。 

 

著書に『聖地へ－神々の大地に祈る』（ランダムハウス講談社）、『水と森の聖地 伊勢神宮』

（小学館文庫）、『奇跡に出逢える世界の聖地』（小学館）『伊勢神宮 水のいのち、稲のい

のち、木のいのち』（亜紀書房）がある。ワシントンポスト、日本テレビ「News Zero」, NHK

「巡礼にっぽん」、TBS 「佐々木蔵之介うまし国」、フジ TV「ニュースのキモ」BS朝日、「エ

コの作法」、ラジオ深夜便、読売新聞、朝日新聞、Japan Times、VOGUE、サライ、AERA、ク

ロワッサンプレミアムなどで特集される。 
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デービッド・アトキンソン氏 

＜株式会社小西美術工藝社代表取締役社長＞ 

 

1983年オックスフォード大学 日本学専攻。1987年卒業 

1987年アンダーセン・コンサルティング、1990 年ソロモンブラザー

ズ証券会社を経て、1992 年ゴールドマンサックス証券会社入社。1998 年 Managing 

director(取締役)、2006年 Partner(共同出資者)となるが、2007年退社。 

2009年㈱小西美術工藝社入社、2010年代表取締役会長就任、2011年代表取締役会長兼社長、

2014年代表取締役社長就任、現在に至る。 

 

1999年 裏千家入門 現在 茶名「宗真（そうしん）」を拝受 

2015年 9月 山本七平賞受賞（新・観光立国論） 

 

 

著書 

銀行不良債権からの脱却（日本経済新聞社） 

イギリス人アナリスト 日本の国宝を守る 雇用 400万人、GDP8パーセント成長への提言（講

談社+α新書） 

新・観光立国論（東洋経済新報社） 

イギリス人アナリストだからわかった日本の「強み」「弱み」 (講談社+α新書) 

国宝消滅（東洋経済新報社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


