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１．講座概要

１．趣旨・目的
この講座は岩手県岩泉町が主催し、「岩泉町の地域・企業の再興を支える仕事や活動に興味をもつ」首都圏人材を

対象に開講する講座です。岩泉町での地域資源を活かしたしごとの現状（被災後の状況を含む）についての相互理解
を深め、岩泉の仕事や人とのつながりづくりや転職の可能性を考える機会・場となることを目的とするものです。

２．対象者および参加条件等
○岩手県岩泉町の仕事や人とのつながりづくり、転職の可能性を考えたい首都圏在住の「大学生・大学院生」及び
「社会人」の方

○岩泉町での現地実習（11月25-27日）に参加可能な方。 ※11月4日の第一回は、どなたでも参加可能です。

３．募集人数
５人以内

４．開催会場
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講座回 月日 会場名参照URL

第1 回

＊受講検討機会

お試し参加可

11/4（金）

19:30～21:30

The アソシエーション

最寄駅 下北沢（小田急線 京王線）

http://www.theassociation.jp/

〒155-0031東京都世田谷区北沢3-27-4

＊１Fにローソンのあるビルの２Fです。

第2 回 ＊受講生向 11/25（金）～11/27（日） 岩泉町現地実習

第3 回 ＊受講生向 12月開催（受講生と調整し決定） 都内会場 （調整中）

オープンセミナー

＊一般自由参加

2017 年 1月（調整中）
都内会場 （調整中）

http://www.theassociation.jp/


５．講座の特徴
岩手県岩泉町の仕事や暮らしに関心を持つ方が、地元企業が抱える課題や事業展開の可能性等に対する理解を深め、

地元企業経営者との交流と相互理解の中で「岩泉町の地域課題と、こんなつながりをつくってみたい」「自分のスキ
ルや経験を活かして地元企業と関わりたい」といった思いを「ローカルキャリアづくりプラン」にまとめます。

◆ 雑誌ソトコト編集長、ソーシャル系人気TV番組ディレクターによる学びの機会を提供します。

都内では、ソーシャルビジネスやローカルベンチャーに詳しい、雑誌ソトコト編集長・指出一正氏の講義、TBS

系の人気ドキュメンタリー番組「情熱大陸」のディレクターとして多数の受賞歴をもつ、映像ジャーナリスト・板倉
弘明氏による、台風被害から立ち上がろうとする町民・企業・行政のすがたを追うリアルタイムレポートなどを学び
ながら、自身と岩泉町とのかかわり方について学び、考えます。

◆ 東京と岩泉町をつなぐ活動を続けるコーディネーターの案内で産業の担い手を訪ねます。
岩泉町訪問による現地実習では、東京出身で岩泉町に移住、現在は都内から同町の取り組みを支援している、講

座コーディネーターの穴田光宏氏の指導のもと、地域の担い手人材の方々との交流、企業経営者のプレゼンテー
ション、受講生グループワークなどを通じて、それぞれの思いや考えを深めます。

◆ 岩泉町での学びをもとにローカルキャリアづくりプランを作成します。
本プログラムの受講を通じて作成した「ローカルキャリアづくりプラン」により、自身の考えるローカルキャリ

ア形成の意義と実現への道筋を整理していきます。また、台風10号の被災からの再興に取り組む岩泉町に貢献したい
方には、その具体的なプランづくりを支援します。
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回/月日/会場 内容 ゲスト等

第１回
11月4日（金）
19:30開始-21:30

会場：下北沢
the アソシエーション

＊お試し参加可

【レクチャー】
『岩泉町の被災状況と現在の企業活動、暮らしの様子』

板倉弘明氏
映像ジャーナリスト

【トークセッション】
『岩泉町のこれから：地域が求める人とコト』

指出一正氏 ソトコト編集長
板倉弘明氏
町関係者（スカイプ参加）

【グループワーク】
「私」と「岩泉町のつながり方」を考える。

受講生ワーク

第２回
11月25日（金） ～
11月27日（日）

【岩泉町現地実習】
＊詳細は P4 ～P6 を参照。

同左

◆第３回
12月開催
：詳細日程は受講生と
調整の上決定

【レクチャー】
『地域とともに生きていく働き方』

指出一正氏 ソトコト編集長

【グループワーク】
実習振り返りとプラン案ブラッシュアップ

６．講座プログラム

◆オープンセミナー 2017年 1月 開催予定
【岩泉町・受講生たちの体験ドキュメント映像上映】 取材・製作 映像ジャーナリスト 板倉弘明氏
【受講生活動発表】
【トークセッション】 『岩泉のいまと未来 ～ 一人ひとりのつながり方から考える』

ゲスト 穴田光宏氏 講座コーディネーター
板倉弘明氏 映像ジャーナリスト
受講生代表

ナビゲーター 指出一正氏 雑誌ソトコト編集長



７．岩泉町現地実習日程

月日 時間 行 程 場 所 対応者

11月
25日

10:30 集合 町が手配した車に乗車
（車中にて昼食）

盛岡駅 穴田光宏氏
町 事務局

13:00 ・ランチMTG形式で
オリエンテーション

・食後 マインドセット
現地実習の目的と学びの
ポイントをセットします。

岩泉町役場 同上

14:00 役場発

・町めぐり
龍泉洞（入口）
岩泉純木家具

龍泉洞事務所2階
岩泉純木家具内

復興支援員 家崎晶氏
岩泉純木家具
穴田光宏氏
事務局

15:30 ・うれいら商店街訪問
『現地案内』
『商店街若手人材との意見交換』
＊被災前からの商店街若者による

活動について
＊被災時の商店街の自主的な対応

と被災状況について
＊いま考えていることについて

（調整中） 商店街若手人材
穴田光宏氏
事務局

17:30 宿泊先チェックイン

18:30 懇親会 ※参加費4,000円 （調整中） 商店街若手人材等
穴田光宏氏 事務局

21:00 宿泊先へ移動 ホテル龍泉洞愛山 4



日 時間 行程 場所 対応者

11月
26日

8:30 集合（朝食後） ホテル龍泉洞愛山 穴田光宏氏
事務局

9:00 ・岩泉ホールディングス株式会社 訪問
①企業を学ぶ
『施設の被災状況について』
『社長のお話』

②事業を学ぶーその１
『道の駅事業について』
『商品企画・販売サービスについて』

岩泉ホールディング
ス株式会社

（ふれあいらんど
岩泉）

山下欽也社長
茂木和人店長

穴田光宏氏
事務局

12:00 移動 【車内昼食】
②事業を学ぶーその２
『岩泉乳業株式会社の概要について』
『酪農家訪問』

酪農家
(調整中)

乳業担当者様
酪農家様

穴田光宏氏
事務局

14:00 ・岩泉乳業株式会社
『岩泉ヨーグルトなど主力商品と
販路について』

岩泉町役場

16:00 ・受講生ワーク 「岩泉のしごとと私」
地域や企業のニーズ・私にできること・
私がやりたいことー を可視化

穴田光宏氏
事務局

18:00 宿泊先 ホテル龍泉洞愛山

18:30 夕食会 穴田光宏氏
事務局

21:00 終了予定

5



日 時間 行程 場所 対応者

11月
27日

8:30 集合（朝食後） ホテル龍泉洞愛山 穴田光宏氏
事務局

8:30 受講生ワーク②
『まちの仕事をイメージする』
前日のワークに基づき各自の仕事
イメージをシートに描いてみる

岩泉町役場 同上

12:00 昼食

13:00 岩泉町出発
帰路・町めぐり

穴田光宏氏
事務局

16:30 盛岡駅着 解散
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◆講座の更新情報は下記フェイスブックページをご覧ください。

岩手いわいずみ・ローカルキャリア形成講座
フェイスブックページURL www.facebook.com/iwaizumi.lc

http://www.facebook.com/iwaizumi.lc
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■メイン講師 指出一正氏 ソーシャル＆エコマガジン『ソトコト』編集長
1969年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。
島根県「しまコトアカデミー」メイン講師、「同しごとカレッジ」講師、
広島県「ひろしま里山ウェーブ」統括メンター、「ひろしま里山未来博」総合監修、
「みちのく起業」第二期ファンド選考委員。地域若者チャャレンジ大賞審査員。
エコジャパンカップ＆リバイブジャパンカップ審査員。READYFOR OF THE YEAR審査員。
国連持続可能な消費と生産10年計画枠組み(10YFP)「持続可能なライフスタイル及び教育(SLE)」
プログラム作業部会委員。

■ 講師 板倉弘明氏 映像ジャーナリスト アイランドピクチャー主宰
1970年生まれ。TBS系「情熱大陸」等、多くの番組や東日本大震災石巻市公式
映画等映像ソフト制作を手掛ける。ジャーナリストとしては中東・アジアを数多く
取材しフジテレビや日本テレビ、TBS等で発表。ギャラクシー賞２回受賞。
WorldMediaFestival受賞。国際ジャーナリスト連盟会員。
2016年、広島県大崎下島在住の写真家・宮川トム氏とIslandPictureを設立。

■ 現地コーディネーター 穴田光宏氏
1971年東京生まれ。1990年東京農業大学農業拓殖学科入学。1995年卒業とほぼ同時に、学生時代から出入りしていた岩手県岩泉町に移
住。手作りハム工房「モーとんふぁみりー」を経営。2015年、20年ぶりに東京に。現在、岩泉町まるごと営業本部から岩泉町と外部を繋
ぐ仕事を受託。東京と岩泉の２拠点生活中。

■ 岩泉町現地ゲスト
山下欽也氏 岩泉ホールディングス株式会社 代表取締役社長
昭和３１年岩泉町生まれ。地元JA 勤務を経て岩泉乳業入社。平成２１年社長就任。売り上げ不振だった会社の存亡をかけ、主力製品を

ヨーグルトに転換。低温長時間発酵させた「岩泉ヨーグルト」が独特の味わいと食感が受けヒットする。以来、岩泉でしか
開発・販売できないオンリーワン商品にこだわる。台風10号被災後も強い指導力を発揮、地域産業再興のため奮闘する、ソーシャルマ

インドの高い地域密着型の企業経営者。

■茂木和人氏 道の駅いわいずみ店長
横浜市出身。岩泉町に移住。生産者と消費者をつなごうと産業再生に注力。

■ほかにもこんな方と出会えます。
元気な地元商店街の若手後継者、酪農家の方、若き家具職人、復興支援員さんなど。

８．講座講師 ゲスト



９．受講費
無料。
＊ただし、岩泉町での現地実習にかかる交通費（盛岡駅集合解散）、宿泊費（2泊）、食費が必要です。
＊交通費については規定により助成を受けることが可能な場合がありますのでご相談ください。

10．受講の段階
第1回は、関心をお持ちのかたで受講を検討されている方であれば、受講の有無にかかわらず
参加できます。
＊第1回参加希望の方はPEATIX『岩手いわいずみローカルキャリア形成講座』（右QRコードリンク先）
よりお申込みください。

＊第2回、第３回は受講生プログラムとなります。

11．受講申し込み（第２、３回）
・下記サイトの応募フォームよりお申込みください。
http://www.csri.jp/iwaizumi

12．受講応募締切
・11月18日（金）＊18時まで

13．お問合せ先
応募に関するご相談やお問合せは、下記事務局までお願いいたします。
事務局〒104-0045 東京都中央区明石町11-15 ミキジ明石町ビル６Ｆ ソトコト編集部内

ソトコト・シーズ ローカルプロジェクト事業部（担当：澄田、藤原）
E-mail: iwaizumi@csri.jp 

14 . 個人情報の取り扱いについて
ご応募いただいた資料および個人情報は、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。 それ以外の目的での

使用はいたしません。 事務局運営会社プライバシーポリシー は下記リンク先にてご確認いただけます。
http://www.csri.jp/company/privacy 

15．キャンセルについて
やむを得ず受講をキャンセルされる場合は、事務局まで、メール（iwaizumi@csri.jp）宛にご連絡ください。
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16． 第1回 講座会場 the アソシエーション アクセス（google map）
http://www.theassociation.jp/

会場住所 世田谷区北沢３丁目２７−４ 立木ビル 2F (1Fはローソン)
最寄駅 下北沢駅北口より徒歩5分 （小田急線 京王線）

http://www.theassociation.jp/
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◆事業主体
岩手県岩泉町

〒027-0595 
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
代表電話 0194-22-2111（担当課：政策推進課 地方創生対策室）
https://www.town.iwaizumi.lg.jp/

◆製作
株式会社マイナビ

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル9F
http://www.mynavi.jp/

◆お問い合わせ・お申し込み先 【講座運営事務局】

ご連絡は下記メールアドレスにて承ります。
iwizumi@csri.jp

〒104-0044
東京都中央区明石町11-15ミキジ明石町ビル6F
ソトコト・シーズ ローカルプロジェクト事業部内 澄田 藤原

フェイスブックページURL www.facebook.com/iwaizumi.lc

https://www.town.iwaizumi.lg.jp/
http://www.mynavi.jp/
mailto:iwizumi@csri.jp
http://www.facebook.com/iwaizumi.lc

