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 ＼海のことを学び楽しめる特別な２日間／
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土 日

■「三陸の海、日本の海ー海は希望の宝庫」
河村 知彦（東京大学大気海洋研究所所長）

■「海と希望のこれまで。そしてこれから。」
玄田 有史（東京大学社会科学研究所所長）

■「カーボンニュートラルによる地域活性化」
杉山 正和（東京大学先端科学技術研究センター所長）

■パネルディスカッション「海と希望のまち釡石」
モデレーター：玄田 有史
パネリスト：野田 武則（釡石市長）、河村 知彦、杉山 正和
河東 英宜（株式会社かまいしＤＭＣ代表取締役）

■「海と希望のソーシャルビジネス」（トーク形式）
中村 寛樹（東京大学社会科学研究所准教授）
北川 貴士（東京大気海洋研究所准教授）
佐藤 奏子（株式会社かまいしDMC）
工藤 秀佳 （大槌ジビエソーシャルプロジェクト）

■「民主主義は海から生まれた」
宇野 重規（東京大学社会科学研究所教授）

■「バイオロギングで実現する
　海洋生物と人の持続可能な共生社会」
佐藤 克文（東京大学大気海洋研究所教授）　

【文京学院大学】
■海のいきものかんむり作り
■魚のモビール作り
■さんりく海のアニメーション

【SASAMO（ササキプラスチック）】
■フィギュア三陸海物語ガチャ
■わくわくウニフィギュア作り体験
■深海生物フィギュア展示（ダイオウグソクムシ）
■海面養殖魚フィギュア展示

【東京大学大気海洋研究所】
■希望の缶詰作成体験

【釡石海上保安部】
■海洋調査業務紹介 (パネル展示等 )

【東京大学大気海洋研究所】
■生物紹介（タッチプール）

【SASAMO（ササキプラスチック）】
■キャスティング体験

【Loved up Balloons】
■バルーンオブジェ
■バルーン配り（先着プレゼント）

■映画上映「プラスチックの海」
■トークイベント
北川 貴士（東京大気海洋研究所准教授）
櫛桁 一則（みやこ映画生活協同組合）

主催：釡石市
共催：東京大学大気海洋研究所、東京大学社会科学研究所
　　　東京大学先端科学技術研究センター
後援：文京学院大学、株式会社かまいしＤＭＣ
　　　釡石まちづくり株式会社、みやこ映画生活協同組合

広報活動・展示講演・ディスカッション

ワークショップ

in Kamaishi

映画＆トーク

■鶏舞・剣舞・トド埼太鼓（宮古市立重茂中学校）
■ハカ（釡石市立甲子中学校） ＜人権のつどい＞
■桜舞太鼓 ＜人権のつどい＞

芸能披露

■人権講演会
「ジェンダーと人権～性の多様性を手がかりに～」
瓦田 尚（都立高校主幹教諭）

人権のつどい

釡石情報交流センター
釡石市民ホールＴＥＴＴＯ

釡石ＰIT
ラウンジ( )

スケジュールの詳細は裏面をご覧ください

同時
開催

入場
無料
FREE



【講演】「三陸の海、日本の海ー海は希望の宝庫」
河村 知彦（東京大学大気海洋研究所所長）

【講演】「海と希望のこれまで。そしてこれから。」
玄田 有史（東京大学社会科学研究所所長）

【講演】「カーボンニュートラルによる地域活性化」
杉山 正和（東京大学先端科学技術研究センター所長）

【パネルディスカッション】「海と希望のまち釜石」
モデレーター 玄田 有史（社会科学研究所所長）
パネリスト 　 野田 武則（釜石市長）
　　　　　　河村 知彦（大気海洋研究所所長）
　　　　　　杉山 正和（先端科学技術研究センター所長）
　　　　　　河東 英宜（株式会社かまいしＤＭＣ代表取締役）

【釜石海上保安部】
・海洋調査業務紹介(パネル展示等)

【東京大学大気海洋研究所】・生物紹介（タッチプール）
【SASAMO（ササキプラスチック）】・キャスティング体験

【鶏舞・剣舞（宮古市立重茂中学校）】
5日（土）12:00～12:30

【オープニング】
5日（土）13:30～14:00

【人権講演会】
5日（土）14:00～15:00

【Loved up Balloons】
・バルーンオブジェ  ・バルーン配り

講演・トークイベント

ワークショップ

５日（土） 10:30

11:00

11:30

14:00

【トークイベント】「海と希望のソーシャルビジネス」
中村 寛樹（東京大学社会科学研究所准教授）、北川 貴士（東京大気海洋研究所准教授）
佐藤 泰子（株式会社かまいしDMC）、工藤 秀佳（大槌ジビエソーシャルプロジェクト）

【講演】「民主主義は海から生まれた」
宇野 重規（東京大学社会科学研究所教授）

【講演】「バイオロギングで実現する海洋生物と人の持続可能な共生社会」
佐藤 克文（東京大学大気海洋研究所教授）

【映画上映】
「プラスチックの海」（2016年公開 100分）
【トークイベント】
北川 貴士（東京大気海洋研究所准教授）
櫛桁 一則（みやこ映画生活協同組合）

６日（日） 13:00

14:00

14:30

５日（土） 10:30～16:00 ／ 6日（日） 11:00～16:00

５日（土） 10:30～16:00
６日（日） 10:00～16:00

５日（土） 10:30～16:00 ／ 6日（日） 10:00～16:00

【文京学院大学】
・海のいきものかんむり作り 
・魚のモビール作り 
・さんりく海のアニメーション
【東京大学大気海洋研究所】
・希望の缶詰作成体験

【SASAMO(ササキプラスチック)】
・フィギュア三陸海物語ガチャ
・わくわくウニフィギュア作り体験
・深海生物フィギュア展示
   （ダイオウグソクムシ）
・海面養殖魚フィギュア展示

海が、プラスチックで溢れている。
私たちには何ができるのだろうか。
世界７０ヵ国以上、１２００回以上の上映。
１７ヵ国語に翻訳され、短縮版は国連本
部でプレミア上映された話題作。

広報活動・展示

芸能披露

キッチンカー出店

6日（日） 11:00～13:00

映画＆トーク

[ 同時開催 ]人権のつどい

2022年 11月 5日 　 6 日,

海と希望の学園祭
in Kamaishi

School festival of sea and hope  in Kamaishi

釡石ＰIT

釡石ＰIT

釡石ＰIT

釡石ＰIT

釡石ＰIT

釡石ＰIT

釡石ＰIT

釡石ＰIT

釡石ＰIT

TETTO ホールＢ

TETTO ホールＢ

TETTO ホールＢ

情報交流センターラウンジ

情報交流センターラウンジ

TETTOホール前広場B

TETTOホール前広場B

TETTOホール前広場Ｂ

TETTOギャラリー

TETTOギャラリー

希望の缶詰 フィギュア展示 ウニフィギュアづくり フィギュアガチャ

キャスティング体験

バルーンオブジェ
（何ができるかはお楽しみに！）

バルーン配り
（先着でプレゼント）

桜舞太鼓甲子中学校ハカ鶏舞 剣舞

河村 知彦
東京大学大気海洋研究所所長
【研究分野】海洋生態学、水産資源生物学

玄田 有史
東京大学社会科学研究所所長
【研究分野】計量経済学・労働経済学

杉山 正和
東京大学先端科学技術研究センター所長
【研究分野】エネルギーシステム

開会セレモニー 5日 10:00～／閉会セレモニー６日 15:00～ （会場 釜石 PIT）

【ハカ（釜石市立甲子中学校）・桜舞太鼓】
5日（土）15:00～15:40 ＜人権のつどい＞

TETTOホール前広場Ｂ

釜石PIT
（講演・トーク・映画）

キッチンカー

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
釜
石
側

（パネル展示）TETTOギャラリー
（バルーンオブジェ）

TETTOホール前広場Ｂ
（広報・展示・芸能披露）

TETTOホールＢ
（トークイベント）

釜石市民ホールTETTO

情報交流センターラウンジ
（ワークショップ）

土 日

開催日 11月3日（木・祝）
10:00～12:00/13:30～15:30
［場所］釡石港須賀地区官庁船桟橋

巡視船「きたかみ」一般公開お知らせ

入場無料




