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バルセロナにようこそ！ 

支倉2.0のチームは、皆様を心から歓迎いたします。

一週間の滞在中、スペインが「責任あるツーリズム」のテーマのもと培ってきた経験を皆様に共
有する機会を、たくさんご用意しました。それと同時に、皆様の貴重な経験、プロジェクトやビジョ
ンなどをスペインの人々と共有していただくことで、日・西両国の地域リーダーがお互いに学び、
そこから新しいビジネスの機会の創出、また人間的なつながりの発展につながればと、心から祈

っています。

バルセロナは食・文化の面でもとても楽しい街です。有意義な滞在になりますように！

NPO 法人 支倉プログラム 
代表 レナータ・ピアッツァ
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日程表
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日時 内容

9/28（土）

15.45

支倉プログラム オリエンテーション
セルバンテススペイン文化センター

成田空港へ出発

9/29（日）

14:15 バルセロナ エルプラット空港に到着。
支倉プログラム関係者がお出迎え、ホテルへ（バス）

宿泊先: 
 HOTEL NEXT TO （トイレ・シャワー付き、バスタブ無し）
 住所: Carrer Rosselló 242, 08008 Barcelona, Spain 
 電話: +34 93 551 05 16／FAX: +34 93 554 38 61
 Eメール: info@nextto.biz
 WEBサイト: www.nextto.biz

18.00 旧市街にてタパスツアー（自由参加）

16:00-18:00

ＪＲ四谷駅（上智大出口） にて国際交流基金情報センターの菅野氏がお出迎え、
セルバンテススペイン文化センターへ（徒歩7分）

18:00

カタール航空 805 便にて、ドーハへ
カタール航空 067 便にて、バルセロナへ 

22:30

到着後、フリータイム

QR805 28SEP 成田発 2230 ドーハ着 0330 29SEP 
QR067 29SEP ドーハ発 0820 バルセロナ着 1415
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9/30（月）

日時 内容

ホテルピックアップ、バルセロナ市国際ビジネス推進センターへ（バス）

プレゼンテーション: 「バルセロナオリンピック後の都市開発: 官民協力による都市経
済開発モデル」
バルセロナ市国際ビジネス推進センター

9:30

10:00-11:00

11:00-14:00 バルセロナ観光局によるバルセロナ市バスツアー（サグラダ・ファミリア教会、グエル
公園、モンジュイック、オリンピック開発地区） *日本語ガイド付き

14:00-16:00 La Bodegueda de Provença（カタルーニャ料理）にて昼食

16:00-17:00 プレゼンテーション:  「デスティネーションマーケティング: バルセロナはどのようにし
て世界有数の旅行先と して選ばれるようになったのか?」
バルセロナ観光局

17:00-17:30 バルセロナ建築大学へ移動（バス）

17:30-19:30 ワークショップ: 「灯籠流しのためのランタン作り」
バルセロナ建築大学

20:00 ホテル到着後、フリータイム

10/1（火）

ホテルピックアップ、ファジョン村へ（バス）

フィールドトリップ: 「ファジョンの戦略: 文化観光のためのマタラニャとエブロ河川岸
の鉱業遺産使用運営計画」
バルセロナ建築大学

7:30

終日

20:00 ホテル到着後、フリータイム

10/2（水）

7:40

終日

20:00

ホテルピックアップ、バス集合場所へ（徒歩10分）

フィールドトリップ: 「トゥルエヤ・ダ・モングリ・イ・ラスタルティット町」
第七回責任ある観光業国際会議

ホテル到着後、フリータイム
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QR068 05OCT バルセロナ発 1555 ドーハ着 2325
QR804 06OCT  ドーハ発 0150 成田着1750

10/3（木）

日時 内容

9:30

終日

20:00

ホテルピックアップ、「第七回責任ある観光業国際会議」会場へ（タクシー15分）

「第七回責任ある観光業国際会議」へ出席

ホテル到着後、フリータイム

10/4（金）

8:30

9:00-13:30

13:30-15:00

15:00-17:30

ホテルピックアップ、バルセロナ大学観光学部へ（バス）

プレゼンテーション: 「文化遺産と観光業」
プレゼンテーション: 「ダークツーリズム. 人間の悲しみの対象である場所を魅力的な
旅行先にするには」
バルセロナ大学観光学部

バルセロナ大学観光学部教授、学生とのワークショップ

バルセロナ大学観光学部での昼食

プレゼンテーション: 「地産製品を通じた観光プロモーション」
バルセロナ地方自治体

プレゼンテーション: 「スペインにおける伝統漁業と観光：ガリシア、パラモスとラスカ
ーラを例に」
ロンシャネット財団

バルセロナ大学観光学部教授、学生とのワークショップ

支倉 2.0 責任ある旅行業第一ミッション サマリー: 参加者とのディスカッション、本ミ
ッションを終えての提言原稿作成、質疑応答

18:30-19:00 MITTE Barcelonaへ移動（バス）

17:30-18:30

19:00-21:30 ネットワーキングイベント（領事館、カサアシアほか、協力団体やMBAの学生など）
MITTE Barcelona

10/5（土）

午前中 フリータイム

ホテルから空港までお見送り（バス）13:30

15:50 カタール航空 068 便にてドーハへ
カタール航空 804 便にて成田へ
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プログラム
2013.09.28-10.04
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支倉2.0プログラム 「責任ある観光業」ミッション オリエンテーション 
「責任ある観光業」ミッションへの参加者向けのオリエンテーション。このセッションでは、参加者のバルセロナでの滞
在をより実りあるものにしていただくため、スペインの文化、歴史、経済などの基本情報のほか、スペイン語の日常会話
を簡単にレクチャーします。

スピーカー: サンティアゴ・エレロ・アミーゴ（在日本スペイン大使館文化担当領事）

担当機関: セルバンテススペイン文化センター東京  http://tokio.cervantes.es/jp
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スピーカー: サンティアゴ・エレロ・アミーゴ（在日本スペイン大使館文化担当領事）

担当機関: セルバンテススペイン文化センター東京  http://tokio.cervantes.es/jp

９月28日（木）   16.00-18.00

 
プレゼンテーション:  「バルセロナオリンピック後の都市開発: 官民協力による都市経済開発
モデル」
地中海における技術革新の街、バルセロナ。その経済発展戦略や、1992年のオリンピック以降の都市開発と経済発展、
魅力的なビジネス環境を作り出すために行われてきた主要な都市プロジェクトとその競争力についてのプレゼンテー
ション。

９月30日（月）   10.00-11.00

スピーカー: ジュディス・ロメラ

バルセロナ・アクティバにてバルセロナ市プロモーション部門のIn-City促進責任者を務める。バルセロ
ナ州立大学経済学部卒業。2001年よりバルセロナの国際的な経済プロモーションに取り組む。この期
間に都市マーケティングの豊富な経験を得て、バルセロナ市への海外企業のビジネス展開支援の多
数のプロジェクトに携わる。過去にニューヨークの国連事務局の国際エコノミストとして活躍。またカ
タルーニャ工科大学で経済学の教授を務めた経験もある。

担当機関: バルセロナ・アクティバ（Barcelona Activa） http://www.barcelonactiva.cat
経済、ビジネス、雇用の分野の振興を促進するバルセロナ市の政策実施機関。26年間バルセロナおよび周辺地域の経
済成長を促進するべく、中小企業、企業家、雇用をサポートしながら、バルセロナ市の国際的プロモーションを行ってい
る。
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プレゼンテーション: 「デスティネーションマーケティング:　バルセロナはどのようにして世界
有数の旅行先として選ばれるようになったのか？」

９月30日（月）   16.00-17.00

スピーカー: ジョアナ・オムス・ロス (バルセロナ観光局副局長)

2007年よりバルセロナ観光局副局長を勤める。現在、持続可能な観光国際評議会(GSTC)のデスティネ
ーションワーキンググループのメンバーとして「バルセロナ・スステイナブル・ツーリズム」という観光
局初の持続可能な観光に関するプログラムの開発に携わっている。ポンペウファブラ大学経営経済学
学士、ローカルMBA、ロンドン大学バートレットスクールにおいて都市・地域計画学を1年間専攻。バル
セロナ市役所の「観光とライフクオリティー」のプロモーションディレクター。

担当機関: バルセロナ観光局（Turisme de Barcelona） http://www.barcelonaturisme.com
バルセロナの街の観光を促進することを目的として、バルセロナ市役所及びバルセロナ商工会議所によって1993年に
設立される。世界に向けて観光客の誘致活動を行っており、800を超える企業がメンバーとして資金やノウハウを提供し
ている。バルセロナ観光局は、市への理解促進に役立つ観光商品の作成、運営、販売のほか、多種多様な観光に関する
ニーズにこたえられる総合的な提案を行っている。商品例として、バルセロナ観光バス、バルセロナカード、カタルーニ
ャ観光バス、バルセロナウォーク（無料ウォーキングツアー）など。

 
ワークショップ: 「灯籠流しのためのランタン作り」

ETSABの学生と支倉プログラムのメンバー合同プロジェクト。本プロジェクトの目的は、比類のない被害を今もなお受
けている両地域が、そのアイデンティティを原動力として前へ進んでいこうとするその意欲を記念しようというものです
。そしてこのイベントを今回のテーマであるファジョンより世界へと発信していきたいと思います。限られた時間とリソ
ースの中でできるものとして、構造や組み立てが簡単で、半永久的な意味合いを持ち、さらに水との関係性と未来に対
する思いを反映させるものとして今回の「灯籠流し」の実施を企画しました。灯籠は日本庭園の重要な要素であり、アラ
ゴン地方にある乾いた大地バイシャ・シンカ（Baix Cinca Aragonés）の風景に東洋の一部を持ち込む試みとなります。ワ
ークショップに参加予定の景観設計学の学生たちにとっては、この試みは人間と水の衝突関係の説明要素として新た
な解釈の視点となるでしょう。

９月30日（月）   18.30-19.30

スピーカー: ミケル・ビダル・プラス

建築士の博士号を取得、カタルーニャ工科大学（UPC）の景観設計学マスターコース終了、UPC建築技
術専門学校、都市計画部教授。北京清華大学（中国）の建築学部とバマコ都市計画建築工学専門学校（
マリ）、UPC共催による世界遺産の風景発展のための国際ジンナ・カンダフォーラムの開催とディレクタ
ーを務める。バマコ、ESIAU（アフリカ）、清華大学、北京大学、早稲田大学、東京藝術大学、東京大学、ハ
ンヤン大学、ソウル大学（アジア）からの学生たちの指導教授。UPCのETSABとSAのTHUとの国際セミナ
ー：「アイデンティティの基準：解釈と無形態(Interpretation and intangible: the basis of identity)」の共同
ディレクター。彼の専門分野は、自然環境、社会・都市計画、建築、芸術の観点から現代の景観設計に取
り組むというものである。中でも特に持続可能な発展と地域開発の原動力としての世界遺産の景観設
計やそのアイデンティティ設定を中心とする。現在は次のようなプロジェクトに取り組んでいる: アフリ
カのバンディアガラの断層の領域構造研究、文化観光発展への導入、大学生への奨学金と研究のため
の融資。国際発展協力のためのスペイン事務所の融資よるニョンゴノでのインフラ設備のためのボウ
ンタワプロジェクト、ギンナ・カンダプロジェクト、Endeにおける文化観光の可能性と対立研究プロジェ
クトなど。
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フィールドトリップ: 「ファジョンの戦略: 文化観光のためのマタラニャとエブロ河川岸の鉱業
遺産使用運営計画」

1967年11月17日、ファジョン村はリバロハ貯水池の水に、ほんの数時間で劇的に飲み込まれてしまった。この国でも数
少ない歴史をもつ飛び地にあった炭田、ファオン駅に向かって石炭を積んだジャウッ船が行き来するマタラニャ河、そ
してオリーブやイナゴ豆の棚田の農村風景が融合した流域、美しい自然美が水に埋もれた。それにも増して、この地の
歴史が特別なものとなる重要なピースは、ファジョン村民の記憶、そして、未来の世代に過去の歴史を説明できるよう
に、この地域を再生するという意志を持ったことによる。バルセロナ建築大学は、ファジョンにおいて精華大学建築学
院(SATHU)との共同研究を2010年に開始。ファジョンにおける歴史、文化、景観のオーバーレイアイデンティティーは、
ETSABの数々の研究室において研究やプロジェクトの対象となっている。現在、建築士ミケル・ビダル氏の監修のもと、
文化観光のためのマタラニャとエブロ河川岸の鉱業遺産使用運営計画、マタラニャとエブロの川岸管理計画(PORME)
が始まっている。PORMEは、ファジョンの歴史的アイデンティティーの説明をベースに、水の層を過去の歴史全ての既
存の証言とリンクさせ、歴史的な存在感を明確に表現するものとして、それぞれに別々の研究対象テーマを与えている
:１．ブガレットの棚田→パブリックスペースとしての農村風景の調整と復元。生まれ変わったファジョン村との関連性
を強調する。2. バルセロナ-サラゴサ鉄道の旧トンネル→メモリアム・ミュージアムへ。 3. 旧滞在室(antiguas estancias)
とRENFE国鉄の駅。4. 旧ファジョン村地域、モンカダの城鐘→1）村のアイデンティティーを記憶する空間の構築。2）対
岸との接続を検討：橋もしくはフェリー。3）モンカダ城、城へのアクセスと修復。5.1. リベレニャとマヌエルの鉱山。貯水
池から見える芸術的処置。5.2.　アルマトレットのセメント工場。沼貯水池から見える芸術的処置。ファジョン村の持つ
可能性についての社会や行政の意識向上のため、今後POEMEによって多様な活動が展開される予定。POMEは、欧州
投資銀行により経済的サポートを受けている。

7:30　バルセロナ出発。10:00　ファジョン到着。
10:00～10:30　サンホルへ教会にてレセプション
10:30～14:30　河川エリア見学
14:30～16:00　昼食
レクチャー: 
「ファジョン: 水の下の歴史」　ホセ・アルボネス（ファジョン村村長）
「開発の原動力としての河川岸の鉱業および文化遺産」　ミケル・ビダル（文化観光のためのマタラニャとエブロ河川
岸の鉱業遺産使用運営計画コーディネーター）
16:00～19:00　灯籠流し
19:00　ファジョン出発。21:30　バルセロナ着。

10月1日（火）   7.30-21.30

スピーカー: ホセ・アルボネス・ビセンテ（ファジョン村長）

1946年11月13日、ファジョン（サラゴサ）生まれ。既婚、息子を一人持つ。２つの水着縫製会社の社長
であり、1999年よりファジョンの村長職を務めている。趣味は音楽と歴史。

担当機関:　バルセロナ建築大学（ETSAB）  http://www.etsab.upc.edu/
1875年に創立。初代ディレクターはエリアス・ロジェント氏。当校は2,300人の学生を収容できる教室を持ち合わせ、ヨー
ロッパ、アメリカ、アジア、アフリカ、オーストラリアの主要大学の学生と教授の交換留学の提携協定を結んでいます。都
市計画と立案の研究においては、技術的だけでなく美的にも優れたものに重きを置きをおくのが特徴で、またスペイ
ンの景観設計の教育分野ではその先駆者です。当校はイタリアの専門雑誌「Domus 964号」内でヨーロッパで評価の高
い学校の一つとして評価されました。ETSABはエラスムス制度により毎年150人ほどの留学生を迎え入れており、外国の
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プレゼンテーション: 「文化遺産と観光業」 

21世紀以降、観光業においては、街や地域の文化資源と結びついた観光の強みといったものが特徴づけられるように
なった。カタルーニャや他の主要な国際観光都市においても、高品質であり持続可能で、かつ付加価値のあるツーリズ
ムの開発の基本要素として文化が重要視されている。今日のツーリストは、新しい知識への欲求だけでなく、そこだけ
でしか得られないユニークで思い出に残る体験を求めている。独自の文化的資源は、大都市、中都市、農村それぞれが
各自のポジショニングを行うことで集客を誘致するものである。現在、そして過去の遺産として現存するこれらの資産
は、アイデンティティーを特定する鍵となり、ツーリストの求める独自性や本格性など、それぞれの街や村に差別化でき
る特徴を与えるという役割を果たす。

スピーカー、参加者: エウヘニ・オサカル・マルサル（観光戦略マネージメント修士）、イサベル・クレスポ・アントン（地理
学者）、ジャウマ・フォン・ガロレラ（地理学博士）、 ダニエル・インベルト-ボチャード・リベラ（地図製作及びSIG修士）、 
ナイラ・ジョンチ・モリナ（社会科学と文化遺産教育博士）、カロリナ・マルティン・ピニョル（社会科学と文化遺産教育博
士）、 フランセスク-チャビエル・ミンゴランセ・リカルト（カタルーニャ芸術遺産管理修士）、 ダミア・セラノ・ミラクレ（バ
ルセロナ地方観光研究所長）、 ラモン・セラット・ムラ（観光管理イノベーション修士）、 ライア・コマ（バルセロナ大学特
定教則研究修士）、　カレル・ウェルドラー（ダークツーリズム）

10月4日（金）   9.30-11.00

10月2日（水）   8.00-20.00

 
フィールドトリップ: 「トゥルエヤ・ダ・モングリ・イ・ラスタルティット町」

そこに住む人と訪れる人のために、自治体がどこまで保全と再生のためのイニシアティブをとれるかということを学ぶ
機会を提供します。

8:00　バルセロナ出発。10:00　トゥルエヤ・ダ・モングリ到着。
10:00～11:30　地中海ミュージアム「カン・キンタナ」にてレセプションおよびコーヒータイム
11:30～12:00　ガイド付き市内徒歩見学
12:15～13:15　現代遺跡「ラプレテラ」見学。環境への影響から開発中止になったプロジェクトとその背景の説明。
13:30～14:30　ボートトリップ。沿岸とメダ諸島の保全について紹介。
15:00～16:10 昼食
16:30～18:30 ディスカッション「沿岸地域の再生について」
20:00　バルセロナ着

スピーカー、担当機関: 「第七回責任ある観光業国際会議（http://rtd7.org）を参照。

10月3日（木）   9.00-20.00

 
「第七回責任ある観光業国際会議」へ出席

詳細は: 「第七回責任ある観光業国際会議プログラム（http://rtd7.org/conference-program）を参照。

担当機関: 「ワークショップ: 灯籠流しのためのランタン作り」の欄を参照。
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プレゼンテーション: 「ダークツーリズム: 人間の悲しみの対象である場所を魅力的な旅行先
にするには」
“ダークツーリズム”震災や災害が起きた被災地への旅。これらの場所は、歴史的価値や感情面での関心など、様々な理
由から訪問者にとって魅力的な場所となることが可能である。戦場や貧民地区または被災地などの地域などを含むこ
れらの訪問地は、成長中の市場である反面、それが生み出す感情的な苦しみやその商業目的の使用が問題視もされて
いる。

10月4日（金）   11.00-13.30

スピーカー: カレル・ウェルドラー
ウェルダー教授は、インホーランド大学（アムステルダム）、サウスバンク大学（ロンドン）に属する共同
研究者。ダークツーリズムについてバルセロナ大学観光学部との共同研究のためバルセロナに学術
滞在している。また、シティマーケティングとニュートレンドについての講義も行っている。

担当機関: 「文化遺産と観光業」の欄を参照。

 
プレゼンテーション: 「地産製品を通じた観光プロモーション」 
「地産ネットワーク（Xarxa Productes de la Terra）」は、バルセロナ地方のクオリティの高い地産品および海産物を扱う
食品業者の組織を強化するためバルセロナ地方議会により主導・組織された地方レベルのボランティアグループ。

10月4日（金）   15.00-16.00

スピーカー: ギジェム・ミラーェス・プッチ

1973年テラサ市生まれ。バルセロナ地方議会生産組織サービス担当者。地産ネットワークコーディネ
ーター。ポンペウファブラ大学経営経済学学士。IDEC-UPF組織と情報システム経営マスターコース。
UOCデジタル通信マスターコース。2007-2013年 –　パイロットプロジェクト「地産品2007-2008」及び「
地産ネットワーク（2010-2013）」のコーディネーター。2005-2006年 – テラサ市第II地区地域計画経済促
進プロジェクトコーディネーター。1999-2005年 – 在テラサ市繊維会社イニテックス株式会社の国際関
係課責任者。

担当機関: バルセロナ大学観光学部（CETT） http://www.cett.es
は観光やホテルマネージメントに関する教育と知識伝達に携わる総合教育機関。専門知識分野研究グループ（ACE） は
、ホテル観光業教育と知識伝達国際センター（CETT）の観光、文化と地域（TCT）に属する。観光分野における研究プロジ
ェクトを展開し、研究の応用と専門的かつ新しい知識の伝達によって、観光競争力の保持及び改善を目指す。また、民間
部門や観光事務部門での共同研究を促進し、国内外にわたって他の大学との共同研究を積極的に行っている。



担当機関: バルセロナ地方議会（Diputació de Barcelona）  http://www.diba.es
バルセロナ地方の発展と福祉に貢献する地方政府機関。バルセロナ地方はカタルーニャ全体の24%にあたる広さに
311もの自治体を有し、人口はカタルーニャ全体の74.4%（550万人以上）を占めている。直接サービスの提供、特に、市
役所やその他自治体との協力活動を行っている。バルセロナ地方議会は主に市役所及び他の地方自治体が、全地域に
おいて均等に高品質のサービス提供が可能になるよう、主に技術的、経済的テクニカルサポートの提供を行っている。 
地方自治体に対する支援協力は具体的には、技術面（アドバイスや業務援助）、経済面（援助、給付、貸付金）、物質面（
バルセロナ地方議会スタッフの直接的サービス提供）でのリソース提供という形で行われる。
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プレゼンテーション 「スペインにおける伝統漁業と観光：ガリシア、パラモスとラスカーラを例
に」
「プレステージ号原油漏出事件」後のリラ（スペイン、ガリシア）における、地域経済活性化を目的とした漁業エコツーリ
ズム。
ガリシア地方をテーマに取り上げることは、そのまま海と漁業をテーマとすることです。この沿岸における私たちの活
動は、経済社会の発展を促すだけではなく、文化をサポートする重要な役割を果たしています。
リラはガリシア地方モルテ海岸に位置する、自然の美しい小さな村です。悲しいことにこの村は、この地方の生態系に
大きなダメージを与えた「プレステージ号原油漏出事件」でもっとも被害を受けた2つの地域のうちのひとつとして知
られることとなりました。リラ漁業組合は、水揚げの激減に直面しました。その上、海生物の生息地が減ったことと規制
手続きの不備から、水産物の乱獲が起こりました。この状況に鑑み、伝統漁業の生産強化と経済の再活性化を目的とし
て、2001年に地域レベルでの活動が始まりました。
このプレゼンテーションでは、ガリシアにおいて漁業エコツーリズムがほかの活動と連携しつつ、どのように村の復活
に貢献したかを説明します。この試みは直接的に漁業に携わる人々の収入を増やし、彼らのコミュニティと周辺地域の
経済発展に貢献しました。数々のアクティビティがデザインされ、漁師たちが主役となってそれを実践し、結果としてそ
の利益が村と周辺地域をうるおしたのです。
最後に、カタルーニャにおける漁業ツーリズムのうち、２つについて触れます。ひとつはラスカーラの「漁業研究センタ
ー」（MARAM）、もうひとつはパラモスの「漁業ミュージアム」、どちらも新しいアイディアの発見と分析のためのよい例
です。

10月4日（金）   16.00-17.30

スピーカー: マルタ・カバジェー（ロンシャネット財団地中海事務所）

海洋生物学者、沿岸海洋環境と漁業経済を専門に研究。修士論文には「バルセロナにおける伝統漁業
、その困難の分析と規制のガイドライン」をとりあげた。専門分野で市民、組合などに向けた講座を開
くほか、さまざまなNGO、行政機関の海洋科学研究に加わり、2000年にはガラフ海岸の「Natura2000海
洋スペースネットワーク」プランの立ち上げに関わる。また、カンタブリア海、スペイン北西海岸、地中
海において数多くの漁業航海に同行した経験を持つ。現在、ロンシャネット財団地中海事務所勤務。主
にガリシアにおける保護海域設定とその規制、また地中海伝統漁業協会（MedArtNet）のコーディネー
トに携わる。

担当機関: 「持続可能な漁業のためのロンシャネット財団」（Fundación Lonxanet） http://fundacionlonxanet.org
伝統漁業における人間的、環境保護的な企業プロジェクトの問題を、持続可能な発展を目指しつつ、多元的な視点から
解決または軽減しより公正な社会をつくるという目的のために2002年9月に設立。このミッションのもと、ヨーロッパ、ラ
テンアメリカ、アフリカまで実績を広げている。当財団では、社会をより公正で持続可能なものに変えていくプロジェク
トを推進。これらのプロジェクトを分析し、発展させるために、文化・環境保護・経済などを視野に入れた、市民の参加を
含む体系的、総合的な視点を採用している。
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石川 孔明

いしかわ こうめい／1983年生まれ、愛知県出身。地域の未利用資源を活用する事業を立ち
上げた後、コンサルティングファームにて主に海外M＆A業務に従事。2010年よりNPO法人
ETIC.に参画。企業や社会起業家を対象とした社会課題調査やインパクト評価、政策提言支
援を実施。2011年には世界経済フォーラムによるグローバル・シェーパーズ・コミュニティ
に選出。2013年よりETIC.と並行して株式会社BOLBOPに参画、地域産業の調査分析等に取
り組む。

被災地の協働先と共有している課題として、着地型の小規模観光という形態の構築と、漁業のトランスフォーメーシ
ョンが挙げられます。スペインにおいて、これらの事業がどのような発展を遂げているのか、またその背景にどのよ
うな文化や思想があるのかをプレゼンテ―ションやネットワーキングを通して学ぶことで、新たなビジネスの創出
を前倒ししたいと思います。

支倉2.0プログラムに期待すること

青山 貴博

あおやま たかひろ／女川町商工会副参事、経営指導員。行政に対してまちづくりを提案す
る民間団体『女川復興連絡協議会』事務局として、『住み残る、住み戻る、住み来たる』をテ
ーマに、復興プロジェクトを進める。また、情報の風化を食い止めるため、自身の九死に一
生を得た体験と女川町の現状について語り続ける。

大震災以来、昼夜を問わず商工会という地域唯一の経済団体としての職務を果たすべく働いております。すべてが
流失した女川町で新たなまちづくりをして行くに当たり、歴史や文化を大切にし滞在型観光を目指すことを考えて
おり、本プロジェクトに参加し多くを学びたく思いますのでよろしくお願い申し上げます。

支倉2.0プログラムに期待すること
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臼井 壯太朗

うすい そうたろう／臼福本店（株）代表取締役社長、（社）気仙沼青年会議所元理事長、北
かつ経営研究委員会副会長（宮城県北部マグロ船主若手の会）、全国鰹鮪近代化促進協
議会（全国マグロ船主若手の会）、かつお・まぐろ促進会副会長、東日本復興応援プロジェ
クト from 銀座トータルアドバイザー、日本オイスター協会顧問、気仙沼海洋公園プロジェ
クト代表、サンリク・オーシャン・レスキュー・ダイバーズ気仙沼代表、LIGHT UP NIPPON 気
仙沼

自然に逆らうのではなく自然と共生していくためにはどのすればよいのか。また、基幹産業である水産業をどう活
性化させ、観光業と融合させていけばよいのか。今回のミッションに参加させていただき、バルセロナの人・食・文
化・歴史などに触れ学ぶことで、わが三陸地域の魅力や可能性というものを改めて考え、今後の復興に少しでも役
立てて行けるようにしたいと思います。

支倉2.0プログラムに期待すること
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小野寺 靖忠

おのでら やすただ／(株)オノデラコーポレーション専務取締役、気仙沼市震災復興市民委
員会サブリーダー、気仙沼市震災復興推進フォーラム委員、防潮堤を勉強する会発起人、ス
ローフード気仙沼理事。水産物や漁業資材の輸出入業、宮城と岩手で現在６店舗コーヒー
ショップを経営している。自宅とコーヒーショップ２店舗を津波で失った。被災直後より、被
災地応援ファンドの立ち上げや気仙沼市震災復興市民委員会で気仙沼市の復興計画策定
に参画、市民からの問題提起として防潮堤を勉強する会も発起人事務局として活動してい
る。

気仙沼市は2011年の大津波で壊滅的な被害を受け、いまだに復旧ままならない「被災中」です。気仙沼市は「漁業
と食と観光」を中心に復興を遂げていこうとしているのですが、まだまだコンテンツや盛り上げ方を模索中です。今
回のツアーでは、バルセロナとその周辺の街から気仙沼市の復興につながるヒントを見つけたいと思っています。
自社でもコーヒーショップの１店舗をスペインバルとして営業しているので、その面でもメニュー開発や深掘りで
きる部分などを見つけたいと思っています。

支倉2.0プログラムに期待すること

小泉 瑛一

こいずみ よういち／オンデザインパートナーズ所属/ISHINOMAKI 2.0理事。1985年群馬県
生まれ、愛知県育ち。宮城県石巻市在住。2010年横浜国立大学工学部卒業。2011年、震災
から1カ月後に宮城県石巻市に入り、復旧作業を通じて知り合った地元商業者や若手の建
築家、広告プロデューサー、ウェブディレクター、研究者たちと共に市民主導のまちづくり団
体ISHINOMAKI 2.0の立ち上げに参画、現場事務局として常駐。建築設計事務所オンデザイ
ンパートナーズのスタッフとして、中心市街地活性化、新しい観光のデザイン、課題解決型
人材の育成などに取り組む。

私は今回のミッションにおいて、観光や都市計画の面で先進的な都市バルセロナについて学び、石巻の復興、とい
うよりも根本的なバージョンアップに活かしたいと考えています。都市の未来をその街の中だけで考えるのではな
く、世界的な潮流の中に位置づけることがとても大事なことだと思っています。今回参加できることが本当に楽しみ
です。

支倉2.0プログラムに期待すること
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嶋田 賢和

しまだ よしかず／1983年生まれ30歳。2002年麻布高校卒業、2007年一橋大学経済学部卒
業、同年財務省入省。大臣官房総合政策課、札幌国税局、主計局総務課等を経て震災後の
2011年6月に釜石市役所に派遣。総務企画部総合政策課、復興推進本部を経て2012年4月
より釜石市副市長。副市長としては全国最年少。東京都杉並区出身。

東日本大震災直後より、スペイン王国をはじめとする世界中から、多くの心温まるご支援と励ましをいただきました。
改めて御礼を申し上げます。これらのご支援に後押しをいただきながら、道のりは困難であるものの、私たちは再生
に向けた着実な歩みを進めています。今回の貴重な機会を生かし、震災からの復旧・復興の現状をご報告すると共
に、今後の街づくり、観光のあり方や、両国の前向きな連携について勉強したいと考えています。

支倉2.0プログラムに期待すること
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宮森 千嘉子
ディレクター   chika@hasekuraprogram.com

みやもり ちかこ（組織文化・戦略コミュニケーションコンサルタント、プロフェッショナルコー
チ）／青山学院大学文学部、英国アシュリッジビジネススクール(MBA)卒。名古屋商科大学大
学院(MBA)客員教授(非常勤)。HP、GEにて、社内外に対するコミュニケーション、パブリック・ア
フェアーズを統括。20 カ国を超える国籍のメンバーと多様なプロジェクトを推進。現在はバル
セロナを拠点に、企業の戦略コミュニケーションを支援すると共に、多文化・組織文化の第一
人者であるヘールト・ホフステード博士の理論に基づいた認定プラクショナーとして、組織文
化診断、企業変革推進をサポートしている。また、グローバルリーダーを支援するプロコーチ
としても活動。震災後のグローバルビジネス環境における日本をテーマにした一連のセミナ
ー開催、陸前高田市で被災地のグローバル化に取り組む「はなそう基金」バルセロナ支部立
ち上げなど、継続的な復興支援活動を行っている。

Renata Piazza
代表・ディレクター  renata@hasekuraprogram.com

レナータ ピアッツア（国際交流コンサルタント）／シチリア生まれ。ヴェネチア大学日本語学
科卒業、早稲田大学政治経済学部客員研究員、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院（SOAS)卒
業。全日空、東京三菱銀行(ロンドン）を経て、スペイン外務省直轄外交機関カサアジアにプロ
ジェクト・コーディネーターとして勤務。日本及びアジア各国関連の講演会、展示会、セミナー
など経済・文化交流活動に従事。 3.11以降、バルセロナにて被災地を支援するイベント、セミ
ナーを開催。復興支援への貢献を 自らのミッションとして、2012年「支倉2.0ビジネスエクスチ
ェンジプログラム」を企画。 被災地に数度に渡り長期間滞在し、強固なネットワークを築くとと
もに、地元の現状、ニーズを把握している。

西井 香織
コミュニケーションマネジャー kaori@hasekuraprogram.com

にしい かおり（デジタルコミュニケーションプランナー）／立教大学経済学部修士課程修了。
外資系広告代理店にてメディアプランナー、営業としてコミュニケーション戦略立案・広告制
作に携わる。2009年バルセロナ大学にて文化コミュニケーションマスターコースを修了し、カ
サアシアにて文化事業のコーディネーションを行う。現在はwebデザイナー、e-マーケティン
グプランナー、アーティストプロモーターとして活動中。2011年の震災後、日本人音楽家によ
るチャリティコンサートForça Japó!のコーディネートや、震災２周年アート＆カルチャーイベ
ントKOREKARA JAPONを主催するなど、アクティブに復興支援活動を行っている。
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MARIBEL IZCUE
スペイン国内広報担当  press@hasekuraprogram.com

マリベル・イスキュー／バスク大学（UPV）ジャーナリズム学を専攻、マドリッドのコンプルテン
セ大学にて国際関係とコミュニケーション学の修士号を獲得。過去12年間にわたって、アヘン
シアエフェの特派員として、フィリピン、イタリア、インドへ赴き、2009年から2013年にかけて日
本に滞在する。2011年６月より2013年のスペイン帰国まで、東京オフィスのディレクターとし
て同年３月に発生した地震や津波関連の情報を扱う。また、震災発生後、記者として東北に何
度か訪れている。ペリオディコ紙のカタルーニャ版への執筆協力も行っている。
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ENRIC RUBIO
ファイナンシャルアドバイザー

エンリック・ルビオ／Lottusse, ARTISAN CHOCOLATE, Institute for Foreign Trade (ICEX), 
ACC10-Generalitat de Catalunya, バルセロナ商工会議所など、スペインを代表する企業・政
府機関のエグゼクティブとして多様な経験を有する。La Salle大学国際ビジネス学科教授、デ
ィレクターとして経営、戦略、国際化など幅広い科目を教えている。バルセロナ大学より経済学
位を、ESADEビジネススクールでMBAを取得。現在ICT Ph.Dコース在籍。

通訳

佐野 徹心

さの てっしん／1977年埼玉県生まれ、1990年からスペイン在住。バルセロナ大学PR＆マー
ケティング学部卒業。スペイン語、カタラン語、英語、日本語に精通。2008年より文化活動のコ
ーディネートや、様々な分野での通訳・翻訳家として活動中。2012年東北支援にてバルセロナ
で開催された、「RESET」建築展示会に参加。

今回の支倉プログラムでは全日程にわたってチームに随行、逐次翻訳を行う。

JOSEP ABELLÁN

ジョゼップ・アベリャン／経済学学士、IESEビジネススクールにてMBAを取得。その後ミシガン
大学ロスビジネススクール、サンディエゴ大学アリアントビジネススクール、上海CEIBSスクー
ルにて勉学をおさめる。外資系金融業界にて15年以上の勤務経験をもち、近年ではアジアに
ていくつかのビジネスを立ち上げているほか、CUNEFにて起業についてのセミナーを開催し
ている。15年前に東京に在住経験があり、自他ともに認める日本好きである。北海道から九州
までの縦断旅行を行ったこともある。
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サポータープロフィール　（あいうえお順）

Hasekura2.0programの運営は、数多くのボランティアサポーターによって支えられています。
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石津 佳代子

いしづ かよこ／オーストラリア・シドニー生まれ、大阪・横浜育ち。慶応義塾大学法学部政治学
科卒、伊藤忠商事、国際デジタル通信勤務を経て、結婚後、米国NJ州に6年駐在、9.11を間近に
経験し2006年帰国、2009年よりバルセロナ在住。

大場 さえこ

おおば さえこ／東京生まれ、幼少時より食関係、特に魚に深い関わりのある環境で育つ。8年
前より紙と針金を主に使った電灯オブジェの制作活動を始め、2010年にバルセロナで個展。カ
ナダ、デンマークでの生活を経て、現在バルセロナ在住12年目を迎える。

籠島 弥生

かごしま やよい／国立音楽大学バイオリン科卒業。1995年よりバルセロナ在住。現在交響楽
団sinfónica del Vallés 非常勤団員。2011年3月、日本人音楽家のチャリティーコンサート団体
Força Japó！を結成して以来、復興支援活動を行っている。

小塙 芳秀 

こばなわ よしひで／東京芸術大学美術学部建築学科卒業。スペイン政府給費留学奨学金によ
りカタルーニャ州立工科大学建築ランドスケープ科修士課程修了。Arata Isozaki & Associates 
Spain、文化庁新進芸術家海外留学制度によりRCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes勤務を
得て、KOBFUJI ARCHITECTSを共同主宰。現在Barcelona Architecture Center講師。ラ・アンテ
ィグア歴史文化センターコンペ最優秀賞、他入賞多数。東日本大震災建築展覧会『RESET - 
11.03.11 New Paradigms』の企画とディレクションをバルセロナほか世界４都市で実施。
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佐川 拓子

さがわ ひろこ／栃木県出身。歯科衛生士。2003年まで日本にて歯科医院勤務、2004年よりバ
ルセロナ在住。現在はフリーランスの歯科衛生士として活動。2013年3月の震災復興イベント
KOREKARA JAPONを機に復興支援活動に参加。

堤 明子

つつみ あきこ／スペイン語学科卒。東京でツアーオペレーター会社勤務後、１９９５年より
バルセロナへ。現在はカタルーニャ州公認ガイド。2012年に1週間、被災地でボランティアを行
う。

角田 寛

つのだ ひろし／東京生まれ。2000年からバルセロナを拠点に活動する日本人デザイナー。幼
少期より絵画や手作業を好み、ジョルジェット・ジウジアーロのドキュメンタリーをきっかけに
デザインに興味を持つ。シカゴに英語留学後、名門美術大学であるRhode Island School of 
Designで工業デザインを学ぶ。デザインの仕事と平行して、バルセロナの大学、IEDやElisava
の修士課程でも教鞭をとる。2013年３月に震災復興イベントKOREKARA JAPONを主催。

藤井 香 

ふじい かおる／武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。スペイン政府給費留学奨学金により
カタルーニャ州立工科大学歴史的建造物修復科およびインテリアデザイン科修士課程修了。
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes勤務を得て、KOBFUJI ARCHITECTS共同主宰。

フレッジ まのん 

ふれっじ まのん／東京生まれ、20歳、Pompeu Fabra大学国際ビジネス学部３年生。日本人の
母とフランス人の父を持つが、幼少時よりバルセロナ在住。食文化の相違に興味があり、将来
は食品関係でアジアとヨーロッパの架け橋になるべく日々勉強中。


