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Mr Yuki HOMMA 本間・勇輝氏
Chairman,NPO HUG / Director, Tohoku Taberu Journal
NPO法人HUG代表理事（『東北復興新聞』発行人）・NPO法人東北開墾理事
After working at Fujitsu Co., he set up the start-up
company
“Location Value” which launched several
location-based mobile services. After selling out the
company, travelled around the world for 2 years. Back to
Japan in 2011, with his NPO HUG he set up Tohoku
Fukkou Shinbun, a newspaper on reconstruction efforts
in Tohoku. In 2013 established NPO Tohoku Kaikon that
manages Tohoku Taberu Journal. He is the author of
“Social Travel” and “3 YEARS”.
Tohoku Taberu Journal won Japan’s the Good Design
Award in 2014.
Reasons for application and expectations about this
mission:
As somebody related to regional reactivation in Tohoku, I would like to learn
more about Emilia Romagna’s education program and Expo Milano’s
transmission of local resources.
I also think that not only Tohoku, but Japan as a whole is falling behind when
it comes to tourism. I want to learn about new trends around the world on
tourism business.
As for my expectations, the contents of the program are good enough, but
every chance to speak with local people would be more than welcome.
Moreover, I think that not only it is important to receive inputs but also if we
are able to provide outputs it will help deepen everybody’s experience.
富士通（株）入社の後、（株）ロケーションバリューの創業に携わる。2006年
取締役COO就任。2009年退社後（同社は2011年ドコモに売却）、妻と2年間世
界中をまわる。旅先で 実施した社会貢献活動が話題になりTV、雑誌にて取
材、連載。帰国の後、NPO法人HUGを創業し『東北復興新聞』創刊。2013年に
は NPO法人東北開墾を立ち上げ『東北食べる通信』を発行している。著書に
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『ソーシャルトラベル』『3YEARS 復興の現場から、希望と愛を込めて』。
『東北食べる通信』はGOOD DESIGN AWARD 2014の金賞を獲得
復興関係者の業界紙『東北復興新聞』： http://www.rise-tohoku.jp

要求・本ミッションへのご期待 ：東北のまちづくりや地域活性に関わるものとして、
ボローニャ（まちづくり）エミリアロマーニャ（教育）ミラノ万博（地域資源発信）
などの先進事例を学びたいと考えた。
ツーリズムにおいては東北に限らず日本全体として遅れていると考えており、世界の
潮流を学びつつ新たなビジネスにつなげたいと考えたといったところです。
期待はプログラムが既にイケてるのでこれ以上あまりありませんが、現地の方と会話
できる機会が多いと嬉しいです。また参加者がインプットを得るだけでなく何かしら
のアウトプットをする機会があると（振り返りセッションレベルでも）学びが深ま

ると思います。

Mr Nobumasa Oda 小田展正氏
Kouchi Prefecture Tourism Adviser 高知県観光アドバイザー
Mr Oda currently works as an adviser for the
K o c h i Pr e f e c t u r a l O f f i c e a n d K o c h i
Prefecture’s Tourism Association.
Reasons for application and expectations
about this mission:
I would like to learn more about the
divergences and common points between
Japan and Italy on marketing techniques and
how to manage staff of diverse background.
現在、高知県庁と高知県観光協会の観光アドバ
イザーをやってます。
要求・本ミッションへのご期待
観光事業における多様な関係者とのマネジメントの仕組みやマーケティング手
法について、日本とイタリアとの共通点と相違点を知りたいと考えてます。よ
ろしくお願いします。
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Ms Mai Yoshikawa 吉川舞氏
Founder of Napura-works 創業者
1985 : Born in Sapporo, Hokkaido (Japan)
2004: 1st visit to Sambor Prei Kuk temple in
Cambodia
2008-2013: Graduated from Waseda University
(Tokyo). Move to Cambodia. Established restoration
site visit to leverage heritage management and
fundraising as Public Relations Manager at JASA
(Japan-APSARA
safeguarding Angkor)
2014:
Developed Napura-works for combining
heritage management and responsible tourism and
based in Sambor Prei Kuk temple as Cultural
interpreter between the heritage, local community
and tourist.
Reasons for application and expectations about this mission: Ever since I
was a child I have been fascinated by historic ruins. As I was thinking how to
connect them with our future, I discovered the importance of the relationship
between the remains, people living in the present day and consequently with
tourism. I feel there is the necessity to ask ourselves about the original
meaning of tourism so we can expand its possibilities.
What kind of tourism is the most appropriate for nowadays’ challenges? What
is needed to improve the relationship between the remains and us? A new
kind of tourism with new roles might prove to be the answer to these
questions.
I consider Europe a leading region in the matter, and I’m sure talking with
everybody struggling to improve this sector will offer us new and useful hints.

1985年北海道札幌生まれ。2008年早稲田大学卒業。大学在学中、19歳の夏にカ
ンボジアの遺跡と人々に魅せられ、学生時代の大半をカンボジアに捧げる。「コ
ンサルタント」ではなく「プレイヤー」になるため、卒業と同時に移住。2008
年より遺跡修復チームと現地NGOに所属し、遺跡保全の現状を広く伝えるため
の広報活動に従事。
2014年4月より、古代と現代の間、変化する現在のカンボジアと日本、世界と
の間、異なるものの間の「通訳」をするために、Napura-worksを起業。「観光
が遺跡の保全と地域社会の循環の機動力になる」関係づくりを目指しています。
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要求・本ミッションへのご期待：
小さいころから遺跡に魅せられ、遺跡を未来につなぐためには？と考えていく
中で見えてきた、現代に生きる人々と遺跡との関係性。そして、その重要な核
を担っている観光。光を観る／観せることが本来の姿であるはずの「観光」の
在り方が問われると同時に、観光ができることの広がりも感じています。
様々なものが原点を取り戻すために動き始めている中で、現在の社会が求める
ことに最も適合できる観光とは？遺跡と人との関係性に今求められていること
とは？という問いの向こうにある「新しい観光のかたちと役割」を考えたいと
思っています。
先進地域であるヨーロッパの舞台で、今、まさにニーズがある地域の皆さんと
の対話を通じてヒントが見えればと考えています。

MR. Gentarou YUI 油井・元太郎氏
DIRECTOR,公益社団法人 SWEET TREATS 311 理事
Right after the 2011 disaster, started an emergency
food supply service for the victims of the tsunami
in Miyagi Prefecture. Launched an organization
with friends that provided lunches for Ogatsu
Junior High School in Ishinomaki city, which
became the starting point of an after school and a
workshop program for the primary sector industry.
Nowadays works for the regeneration of a 90 years
old abandoned school building transformed into
MORIMIUS, an integrated activity center.
Born in 1975, Mr Yui launched startups of various
genres such as music, television and KidZania
theme-park, projects that took him finally to
Tohoku.
Reasons for application and expectations about this mission: I have applied
to learn more from Reggio Emilia’s
education system as a model of
reconstruction
post war and also to connect to Emilia’s gastronomical
culture. MORIUMUS aims at creating a place where to learn from nature and
people and I would like to present this Tohoku of the future to Italy, meet
people from the education and gastronomy sectors, with whom bring forth
new possibilities for our region.
2011年の震災をきっかけに宮城県で炊き出しを始める。友人らと団体を立ち上
げ、石巻市の雄勝中学校に給食を届けたことがきっかけとなり、アフタースクー
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ルや一次産業の体験プログラムを実施。現在は町に残っていた築90年の廃校を
複合型体験施設MORIUMIUSに再生させる為に活動する。
1975年生まれ、音楽やテレビ、キッザニアの立ち上げなど様々なジャンルに携
わり東北に行き着く。
要求・本ミッションへのご期待：イタリアでは幼児教育で戦後復興したレッ
ジョエミリアのモデルや「食」とのつながりを求め参加しました。自然と人か
ら学ぶ場を目指すMORIUMIUSとして、イタリアにこれからの東北を伝え、長く
教育や食の関係者とつながり新たな可能性を生み出すことを目指してゆきます。

