
人間みなと祭り
ー「ヒトの港」　面白い＆刺激的な人たちが一同に集まります !－

Kobe 2015

港町神戸は、「海の港」の開港によりハイカラ文化を開花させましたが、「空の港」、「ＩＴの港」では遅れを取りました。
もう一度、神戸の輝きを取り戻すために、「人の港」を開港し花咲かせましょう。
世界中の「面白い＆刺激的な人」が集まる神戸を創るための第一歩が2015年 2月22日に開催する『人間みなと祭り　
KOBE2015』です。 その日、次世代神戸を創る222人のキーマンが出会い、その熱源たちがネットワークされ、化学
反応を起こす1日にきっとなるでしょう。　皆さまの参加心よりお待ちしております！

開催のご案内
開催日時： 2015年 2月22日 日曜日 

開催場所：神戸レガッタ＆アスレチッククラブ (KR&AC)

参 加 費 ： 3500円　学生3000円 高校生以下1,000円 ( 受付で当日お支払下さい )
申込方法： FBイベントページより
備　　考：サテライトイベント詳細は裏面をご覧ください

13:00～ 20:00( 交流会含む )　受付12:30～ 

兵庫県神戸市中央区八幡通2-1-20 磯上公園内
JR神戸線 三ノ宮駅　徒歩8分 /阪急神戸本線　三宮駅　徒歩10分 /阪神本線　三宮駅　徒歩8分

共　　催：一般社団法人ＫＲＰ総研　　一般社団法人神戸あゆみ倶楽部
(株 ) トップノット・プランニング・ガレージ　(株 ) 場活堂
知恵組フェスタ　http://chiegumi.jp/

お問合せ：世話人（実行委員長）山崎正敏　info@ajbp.biz

お祭り
プログラム

13:00～ オープニングイベント お楽しみに !!
総合司会　泉一也

13:30～

応援プレゼン！
知恵組フェスタ 代表　永谷研一

はじまるよ～　宣言
実行委員長　山崎正敏 ＆ 丹羽成美
美女を語らずにビジョンを語る　かしのたかひと
Let’s バカツー !　場活師　泉一也
感動プレゼン
①「使命に生きる若者が考えるこれからの世界」 
垣内俊哉 & 呉同國 

②「そして神戸。生きる力よ花開け」 
湯川 カナ 

③「神戸にて、わたしの映画のつくり方」 
白羽 弥仁 

④「みんなが人生のヒーローになるために」 
林 敏之 

16:00～ 全員シェアタイム！
16:30～ 1分プレゼン

参加コミュニティ代表

18:00～ 交 流 会
19:30～ LINO LEIA( リノレイア ) 

スペシャルライブ　for KOBE  
20:00～ フィナーレ

2010年大学在学中、障害を価値と考える「バリアバリュー」
を理念に（株）ミライロを設立。代表

垣内俊哉 

3.11を機に防災に青春を捧げた高校生 (現 3年 ) 
D.D for Japan 創設者 /代表

呉同國

障害者・高齢者等、弱者の視点はもちろん「誰もが使いやすい
ユニバーサルデザイン」の重要性。
そして「若者がチャレンジしたくなるBOSAI を」理念に開発す
るプログラムの数々。阪神大震災を経験したこの神戸、これから
の日本で大事な人を守るために何が必要なのか。

湯川 カナ
「生きる知恵と力を高める」
学びの場 リベルタ学舎を
主催。 新刊『「他力資本主
義」宣言 !』ブレイク中

ヤフーを立ち上げ、その後 ス
ペインに10年住み、そして 
神戸へ。
この街だから生まれた「まる
ごとの自分で生きる」人間性
豊かな社会への挑戦

白羽 弥仁
芦屋生まれ。
監督デビューは1993年。
最新作「劇場版　「神戸在住」
が全国順次公開中。

二極化が最早極限に達する日本
映画界の実態と、私が20年間
の生き残りをかけた製作 活動の
現状。
そして突破すべき今後の課題
とは

林 敏之 
元ラグビー日本代表
キャプテン
ＮＰＯヒーローズ会長
神鋼ﾋｭｰﾏﾝ･ｸﾘｴｲﾄ勤務 

ラグビー、行動科学、東洋哲学
から得られた感性教育の実践や
将来世代の育成について、
神戸で芽生えた活動を熱く紹介
する。

LINO LEIA( リノレイア )
神戸を中心に活動する現役
大学生アーティスト。
現在Kiss FM KOBEにて 
パーソナリティも務める。

誰もが知っている名曲の カ
バーからオリジナル曲まで、
愛する地元神戸の皆さんの 
ために LINO LEIA が歌います。

主　　催：人間みなと祭り　ＫＯＢＥ２０１５　実行委員会



朝からこんなイベントやってるよ !
サテライトイベント
朝からこんなイベントやってるよ !
サテライトイベント

伊勢の病院活性化教育担当 小林美香子
地域に根ざした病院を目指して、チーム医療を推進する

日本社会関係資本協議会 代表 野崎敏彦 広島場活塾 読み聞かせ場活師 阿保陽子
社会関係資本（ソーシャルキャピタル）を学び、地域活
性化を行う 絵本の読み聞かせを通して、心の勉強と人の交流を行う

フラワーレメディー三十八花堂代表 保田麻月子
フラワーレメディーを通して心の保健室を地域に学校に

養護教諭 弓山佳美 関西国際大学　准教授
神戸の小中学校の先生活性化塾「ももかん」を主催

笑育（笑で学習の場を活性化）ができる先生を育てる
元小学校校長

曼荼羅宇宙まったりうさぎ代表 さかいゆきこ
曼荼羅をアートとして描き心の癒しを行う

株式会社場活堂 パートナー 田中基弘 京都文教大学　准教授
日本人の強みを活かした活性化職人（場活師）を育成する 地域公共政策士にならんとする学生を育てる

笑伝塾　塾長 殿村政明
笑いをコミュニケーションに取り入れる学びの場を創って
います

プランデザイン 家崎美明 放課後ディサービス　いっぽいっぽ
商店街や市場を応援する活動をしている 発達障害の子供さんの学童保育です

ガレージボスコ　代表 森　知信
オートリキシャ　トゥクトゥクが日本にやってきた！

リレー・フォー・ライフ・ジャパン神戸 九門 基 女性起業家ネットワーク わくらく
がん患者支援のチャリティイベントです

女性起業家が互いに刺激を与え合う場、共に成長できる
場を創っています

心理カウンセリングＨＥＡＲＴ代表 東本順子
心理カウンセラー、セミナー等もしています

日本ペンクラブ会員 オスカル草葉 TodaysArt JAPAN 実行委員会
Ｆリーグ（日本フットサルリーグ）アンバサダー 欧州初の国際的な先端アートの祭典を神戸・東京で開催！

NLPで動くあなたの未来 Office☆Visionary 浦上晴美
使いこなす！成幸のレシピNLP実践心理学

Aj ビジネス・プランニング代表 山崎正敏 ツキヨセ・カフェ
地元中小企業&地域活性化に努めます ツキの波動が共鳴する学びの場を創ります

神戸発祥のゴルフを楽しむ !
エスコート 神戸あゆみ倶楽部 藤澤志郎
神戸を拠点に活躍する中村香織プロによるワンポ
イントレッスン会とショートコースハーフコンペ
を開催します。 

時間：10：００～１６：００　　
中村香織プロレッスン会　10:30～ 12:00
場所：菊水ゴルフクラブ　
費用：１００００円（各自ゴルフ場で清算願いします）　
定員：４組１６名

神戸の美酒を味わう酒蔵見学 !
エスコート 辻村謙一＆北御門孝
日本最古、五百年以上の歴史を有する『剣菱酒造』
一般公開はしていない酒造りの現場で、「古今第一
トス」の精神をご体感下さい。
時間：13:40 ～ 15：40　（13:30 集合 時間守ってね）
集合場所：阪神魚崎駅南側（デイリーヤマザキ前付近）
費用：1,000 円（資料代等）
定員：22 名　

朝登山！ 神戸の山から気をチャージ
エスコート 慈 憲一&湯川　カナ

時 間 ：9：00 ～
集合場所：新神戸駅 1階 駅前広場
費 用 ：1,000 円　(3 歳以下無料 )
定 員  ： 30 名

神戸発ＴｕｋＴｕｋの体験試乗！ 
エスコート 森 知信
日本発上陸。車検も車庫証明も不要で４人乗り。 軽自動車より
低価格でオシャレなＴｕｋＴｕｋを神戸から発信。
三宮駅から会場までの送迎を行います。

フットサル　222ゴール
エスコート オスカル草葉
日本におけるサッカー・ラグビー・ゴルフなどの近代スポーツ
発祥の外国人倶楽部で、 トータル２２２ゴール目指します !

時間：10:00～ 12:00
場所：神戸レガッタ&アスレチッククラブ 
　　   3 階体育館
費用：無料

時間：10時～13時
　　　JR三宮駅北ロータリー出口集合　　
場所：13時～16時
　　　KR&AC 駐車場　展示
費用：無料

百瀬和夫

山本真一

香川真二

三根早苗

石﨑雅章

丹羽成美

Happy Didge Life 代表
自然の声を音にするディジュリドゥ（楽器）で健康ライフを！

小島敏弘

<参加コミュニティ一覧・1分プレゼン代表>

手のひらセラピー アンジュプリュム野上ふき
神戸氣整体師、メンタルを強くする石屋川ウォーキング
の会主宰

神戸市民の楽しみ「早朝登山」体験 !  日本三大神滝・布引の滝
へ、 神戸を面白くするトリックスター2人とおしゃべりハイキ
ング。こどもでも歩けます。親子でどうぞ。

ストップ、少子化 !　実践するおやじの会 村上健一
5児のおやじが考える神戸のストップ、少子化 !

一般社団法人経営者学生交流協会代表理事 堀 八州夫
現役学生に「本気の大人と交流する用事を提供する」団体

楽書セミナー
思い込みを外し自分と向き合いながら書の作品創りをする
ワークショップ

言霊屋いたる

KRP総研代表理事
教育改革を語る

森 一

UniversityKansai 実行委員長 山口俊樹
大学の垣根を越えて学生活動できるプラットフォーム
作りをミスコンを通じて実施
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