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講演善

鹿瀬和弘氏（南アルプス市ユネスコエコパーク推進室）※第4回，第5回　黒田乃生民（筑波大学芸術系教授）※第6回，第7回

酒井義之氏（志賀高原ユネスコエコパーク協議会）※第6回　　　勝山市立平泉寺小学校の児童たち　※第4回

石田達也氏（綾町ユネスコエコパーク推進室）※第7回　　　　坂本均氏（ノーム自然環境教育事務所）※第5回

阿部来氏（勝山市教育委員会世界遺産推進室学芸員）※第4回　　山口健一氏（富山県西部森林組合砺波支所）※第6回

田中孝志氏（大野市教育委員会文化財保護室学芸員）※第5回　　森下宏記氏（白山山岳救助隊）※第7回
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15：15－15：55

15：55－16：00

開会あいさつ

ユネスコエコパークの紹介

講演①（講演30分＋質疑10分）

〈休憩〉

講演②（講演30分＋質疑10分）

講演③（講演30分＋質疑10分）

閉会あいさつ

5月30日㊤13：30－16：00
白山平泉寺歴史探遊縮　まほろば（勝山市）

講演者①　廣瀬和弘氏

「山を財産とした南アルプス
ユネスコエコパークの未来」

講演者②　阿部来氏
「デジタルによる白山平泉寺の記録と発信」

講演者⑤　勝山市立平泉寺小学校の児童たち

「池ケ原湿原の保全活動」

5月31日㊥13：30－16：00
多田記念大野有終会館　鯖とぴあ（大野市）

講演者①　廣瀬和弘氏
「山を財産とした南アルプス
ユネスコエコパークの未来」

講演者②　田中孝志氏
「中世大野と平泉寺」

講演者③　坂本均氏
「小さな集落からエコツーリズムの発信を続けています」

6月27日㊧13：30－16：00
五箇山合掌の里　みどり館（南砺市）

講演者①　酒井義之氏
「志賀高原の自然と文化」

講演者②　黒田乃生民
「合掌造り集落の文化と自然」

講演者⑨　山口健一氏

「茅の保存と利用」

6月28日㊥13：30－16：00
日川村平瀬カルチャーセンター（白川村）

講演者①　石田達也氏
「綾・ユネスコエコパーク推進の
ための改革×協働の取組み」

講演者②　黒田乃生民
「合掌造り集落の文化と自然」

講演者⑤　森下宏諸氏
「白山連邦の山々、平瀬道・北縮走路」

廣瀬和弘（ひろせかずひろ）

南アルプス市総合政策部ユネスコエコパーク
推進室　ユネスコエコパーク推進担当リーダー

2007年より本業務

に携わり、3県10市

町村で取り組む南ア

ルプスユネスコエコ

パークの事務局を務

めている。学芸員。

公益社団法人日本山岳ガイド協会公

認登山ガイドステージⅡ。

石田達也（いしだたつや）

綾町ユネスコエコパーク推進室
ユネスコエコパークまちづくり推進専門監

1995年「宮崎映画

祭」の初代事務局長

に就任。2000年に

NPO法人宮崎文化

一　本舗を設立。ボラ
ンティア・市民活動

等のネットワークと、芸術文化のま

ちづくりの2本を柱にNPOを運営。

2014年より現職。

田中孝志（たなかたかし）

大野市教育委員会生涯学習課
文化財保護室　学芸員

mニ看

2000年より大野市

教育委員会嘱託職

員（非常勤）。博物館
7館の学芸員として、

郷土史の研究に従事

する。近年は市内外

を問わず講演依頼を受け、広く地域の

魅力発信に努める。2015年より現職。

勝山市立平泉寺小学校の

児童たち

平泉寺小学校では、
2011年から貴重な

動植物の生息地であ

る「池ケ原湿原」の

保全活動に取り組ん

でおり、湿原の生態

系を回復させるために、地域の人た

ちと共にヨシ刈りなどの活動を行っ

山口健一（やまぐちけんいち）

富山県西部森林組合
砺波支所業務課　主任
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富山県西部森林組合

で五箇山地域の各種

造林事業を担当。ま

た、五箇山合掌造り

集落の茅場造成や葺

き替え作業に従事

し、日本の原風景を伝える貴重な屋

根を守っている。

酒井義之（さかいよしゆき）

志賀高原ユネスコエコパーク協議会

事務局員

1996年山ノ内町役

場入庁。総務課、企

画政策課、建設水道

課等を経て、2013

年より観光商工課

（2015年からは組

繊改編により総務課）でユネスコエ

コパーク関連業務を担当している。

阿部来（あべらい）

勝山南教育委員会史蹟整備課
世界遺産推進室　学芸員
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著書

専門は考古学。白山

平泉寺の発掘や3次

元デジタル測量など

の調査、研究を担

当。最近は、世界道

産登録推進、日本道

産への提案を通じて、永平寺や一乗

谷など周辺も含めた研究や魅力の発

信を目指している。

黒田乃生（くるだのめ

筑波大学芸術系
教授

専門は造園学、研究

テーマは文化的景観

の保全。白IiI郷の調

査研究をはじめ五箇

山や石見銀山で大学

院生と共にさまざま

な活動を展開している。白山ユネス

コエコパーク協議会学術部会貝。

坂本均（さかもとびとし）

ノーム自然環境教育事務所
代表

移住して16年。イ

ンタプリテーシヨン

（ガイド）を仕事と

し、現在は老若男女

の自然・環境教育、

街づくりや人づく

り、都市⇔大野市の地域間交流、若

者の定住・移住コーディネートなど

多岐の仕事に関わっている。

森下宏記（もりしたひろき）

白山山岳救助隊
隊長

白山をはじめ、山や

自然をこよなく愛し

ている。白山山岳救

助隊長のほか自然公

園指導員、白lii村伝

建地区保存審議会会

長など多方面で活躍している。


