
レスポンシブル・ツーリズムの専門家 
HAROLD GOODWIN先生 

来日の日程
2017年２月２０日～２７日



プロフィール

Harold Goodwin（ハロルド・グッドウィン）先生は、イギリスのマンチェスター・メトロポリタン大学のレスポンシブルツーリズム
研究センターの教授で、「サステナブル」や「グリーン」も含む、社会や環境に対して責任ある観光を推進する「レスポンシブルツー
リズム」の研究や指導をしています。 

その他、以下のように国際的に幅広く活躍しています。 
・２００２年に彼自身で設立したInternational Centre for Responsible Tourismの代表理事 
・ ロンドン、ケープタウン、ドバイ、サンパウロのWorld Travel Market on Responsible Tourismのアドバイザー 
・ World Responsible Tourism Awardsの審査委員長 
・バンゴール大学のTreborth Botanic Gardenの助教 
（詳しくは　http://haroldgoodwin.info　（英語） 

背景
グッドウィン先生の初めての来日ですが、今回日本のゴールドルートにあるエリアではなく、海外からの訪問者にあまり知られていな
い、穴場の地域である東北の案内をさせてもらいたいと思っています。観光地としてはまだメジャーではない東北は、逆に歴史や食文
化、自然が守られて豊かな地域でもあって、３.11のきっかけでレジリアンス（復元力の高い）や持続可能な暮らしのモデルになって
います。今回、その魅力的な東北をグッドウィン先生にご紹介したいと思っています。 

目的
東北で震災後に生まれたプロジェクトや新しい社会をつくるため立ち上がったソーシャルビジネスなどを見せてあげたいと思ってい
ます。同時に、現地で長くサステナブルやグリーンツーリズムやっていらっしゃる農家さんやNPOなどの活動を紹介して、その方々と
意見交換しながら、課題を聞かせてもらって、先生のアドバイスをいただけたらと思います。

http://responsibletourismpartnership.org/wtm-responsible-tourism/
http://responsibletourismpartnership.org/wtm-responsible-tourism/
http://responsibletourismpartnership.org/wtm-responsible-tourism/
http://www.responsibletourismawards.com/
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2017.02.20　（月） - 東京
　午後　　羽田着
18.30H　　ウェルカムディナー＠ HAGISO 
                  http://hagiso.jp/cafe/menu/
　　　　　3-10-25 Yanaka, Taito-ku, Tokyo

宿泊＞　　COLLECTIVE HOUSE KANKANMORI

2017. 02.21 (火） - 東京～遠野
13.05H  　遠野着
昼食＞　おとぎや 

14:30H    中心街の案内　

16:30H  　チェックイン＞　民宿「くら乃屋」(２泊）

18.30H 　会食＠ 遠野や要

2017.02.22 (水）- 遠野
9.00-09.30H　　風の丘を見学　(ふるさと公社 )
09.30-10.45H  　里山経済・ゲストハウスプロジェクト（綾織地区) 
                       　伊勢崎氏とのヒアリング
11.00-12.00H 　 ふるさと村

12.30-14.30H    グリーンツーリズム「素づくり亭」  
　　　　　　（菊池喜久子氏）に訪問と昼食）
 
15.00H～　　    勉強会の準備

16:00-18:00H
「Local identity, sense of place and responsible tourism」
　　　　＠遠野コモンズカフェ

18.30-20.30H   懇親会  @DEN*

　スケージュル
2017.02.23 (木） - 遠野～雄勝～石巻
09.00H　　出発（車で移動）

12.30H＞　雄勝町着、MORIUMIUS SUSTAINABLE LEARNING CENTERで
　　　　　ランチ＆訪問、

15.30H＞　雄勝・石巻へ移動、ISHINOMAKI　2.0でヒアリング
夕食＞　　＠いまむら
宿泊＞　　FUTABA INN

2017.02.24 (金）- 石巻～仙台～小布施
09.00-11.30H 　FISHERMAN JAPANを見学
仙台へ出発（車で移動）

13.30-14.30H　講演会（東北活性化センターの主催）

15.30-18.30H 新幹線で小布施へ移動

夕食　　　　DOOR TO ASIAのデザイナーズや主催者との会食
　　　　　　　@Suzuhana

2017.02.25 （土）- 小布施
午前＞　まちづくりのモデルの小布施を見学

午後＞ DOOR TO ASIA/DESIGNERS IN RESIDENCEの 講演会に出席
  
夕方＞　懇親会

2017.02.26 (日）小布施～東京
午前中新幹線で移動

自由時間
宿泊・会食　KANKANMORI

2017.02.27 (月）- 東京～英国
                                                     (*)= 確認中

http://hanare.hagiso.jp/en/
http://www.collectivehouse.co.jp/en/kankanmori/life.html
https://otogiya.jimdo.com
http://www.kuranoya-tono.com/english-home
http://tonoya-you.com
http://tonofurusato.jp
https://www.countdown-x.com/en/project/D2474171
https://www.facebook.com/commonscafetono/
http://moriumius.jp/en/
http://imamura-ishinomaki.com
http://www.kilie.com/futaba/e/index.html
https://fishermanjapan.com
http://www.kasseiken.jp
http://www.obuse-suzuhana.com
http://door-to.asia


会期＞　2017年02月22日（水）16:00時～18:00時  
会場＞　コモンズカフェ遠野 

　　　　　　　勉強会の流れ（参加者最高３０人）
TIME TOPIC 担当者

16.00-16.10 WELCOME　SPEECH/ FLOW EXPLANATION
（ふるさろ公社の代表者）・ 
ネクストコモンズのRENATA

16.10-17.00
KEY NOTE SPEECH:  

「LOCAL IDENTITY、 SENSE OF PLACE　AND　
RESPONSIBLE TOURISM」

PROF HAROLD GOODWIN

17:00-17.50 Q&A AND DISCUSSION WITH PARTICIPANTS MODERATOR:  
TAKAMASA TAMURA (山里ネット）

17.50-18.00 CONCLUSIONS TAKAMASA TAMURA (山里ネット）

18.30-20.30 NETWORKING DINNER (@DEN?)



Christian Dimmer　（クリスチャン・ディマー）

早稲田大学国際教養学部 助教 
東京大学にて現代日本における公共空間の歴史的評価について研究・博士号取得 
Christian is assistant professor for urban studies at Waseda University. He earned his PhD 
from the University of Tokyo on the intellectual history of public space in modern Japan. 
Christian served as JSPS post-doctoral fellow at the Interfaculty Initiative in Information 
Studies of the University of Tokyo, where he examined the politics of public space in 
metropolitan Japan. He is partner of the architectural practice Frontoffice Tokyo and co-
founder of the civil society initiatives Open Architecture Collaborative, Tokyo Chapter (former 
Architecture for Humanity), Tohoku Planning Forum, and Tokyo Transitions. In his research 
Christian looks into citizen-initiated urbanism projects and new commons, and their impact on 
community resilience. In many of these projects art, culture, and design play a major role to 
activate and empower citizens and to co-create resilient, sustainable future communities.  
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Dennis Chia　（デニス・チア）　
Born and bred in Singapore, Dennis came to Japan at the age of 20. After graduating from 
Waseda University and Graduate School of the University of Tokyo, Dennis founded 
BOUNDLESS in 2016 with the aim of revitalizing Japanese rural regions through sustainable 
tourism, by rediscovering and reinterpreting the allures of Japan’s countrysides. Having 
travelled to all 47 prefectures of Japan and having worked with people in Japan from all walks 
of life- school teachers, children, artisans, politicians, celebrities and NGOs, Dennis plans to 
utilize his extensive networks to inject fresh perspectives and ideas to contribute to Japan’s 
revitalization.
シンガポールで生まれ育ち、20歳に来日。早稲田大学と東京大学大学院卒業後、株式会社
BOUNDLESSを設立。来日して最初の4年間で47都道府県を制覇したデニスは教育関係者、職
人、政治家、芸能界、NGOなど幅広い人脈を持つ。新鮮な目線から地域の自然・文化・伝統
などの魅力を再発掘し、持続可能なインバウンド観光という手段を活かして地方創生を実現す
るビジョンを掲げている。

http://www.openarchcollab.org/tokyo-japan
http://www.tpf2.net/tpm/
http://place-making.org/projects/tokyo-transitions


安部　雅人　（アベ　マサト） 

公益財団法人東北活性化研究センター　 
地域・産業振興部　課長　　博士（東北大学 : 国際資源政策学分野） 
詳しくは　 http://researchmap.jp/dr.masato

＜Profile＞
(Dr.)Masato Abe,Ph.D. (Dr.International Politics）（Tohoku University）
Master of Agricultural Science for Reconstruction（Tohoku University）
Master of Agricultural Science for Information Technology（Tohoku University）
Manager at Public Interest Incorporated Foundation Tohoku Regional Advancement Center, Regional 
Industry Promotion Section, Sendai.
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近藤　弘和（コンドウ　ヒロカズ）
出身　　　　岡山県岡山市
年齢 　　　　41歳
大学の専攻 　文学部西洋史学専攻
趣味 　　　　登山 ランニング 一次産業に関係すること　
日本郵政 （2003～2005）
大地を守る会 （2005～2017）
ネクストコモンズラボ 　ホップファーマー （2017～）
Hirokazu Kondo
From: Okayama/ Japan
CV: Japan post holdings（2003～2005); Organic food seller（2005～2017); Next Commons Lab Hop Farmer 
（2017～）
Hobbies: hiking / running / producing 

http://researchmap.jp/dr.masato
http://researchmap.jp/dr.masato
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井上　洋菜（イノウエ　ヒロナ）Hirona Inoue (Yona ) 
From: Miyazaki / Japan 
Job:  Student of Fukuoka Women‘s University   
Major : International Liberal Arts  

Taking a year off from University at Fukuoka to internship at Next Commons. Interested in 
community and communication which make people happy. Before joining NC, learned these 
topics in Fukuoka and have started operating a small forest and a cabin in my hometown.  

福岡の大学を休学してNext Commonsにインターン中。地元宮崎では、地元の人たちで作った森の運営
に携わる傍ら、福岡では、九州のコミュニティデザイナー、地域プロデューサー、ゲストハウスオー
ナー、村づくり発起人、地域おこし協力隊など、コミュニティに関わる人、団体、大学、会社を訪問し
てまわっていた。

地元宮崎の森小屋を作って運営してきた世代とこれからの世代ともに、周辺地域全体のコミュニティを
改革していきたいと考えている。




お問い合わせは: 

ピアッツァ・レナータ
Hasekura Program // Next Commons

renata@nextcommons.co.jp
renata@hasekuraprogram.com

+81(0)80.3435.0106

mailto:renata@nextcommons.co.jp?subject=
mailto:renata@hasekuraprogram.com

