三陸防災復興プロジェクト2019
三陸防災復興シンポジウム

久慈
テーマ

なりわいの再生と新たな三陸の創造
～三陸の豊かさを生かした持続可能な産業を考える～

◉シンポジウム

６月２８日（金）13:30～16:00（予定）

会場：久慈市文化会館 アンバーホール

大船渡
テーマ

コミュニティを基盤とした防災力の向上
～つながりの力で災害から地域を守る～

◉シンポジウム

７月１９日（金）13:30～16:00（予定）

会場：大船渡市民体育館

基調講演

基調講演

産業分野におけるリスクマネジメント

地域の防災力を高める

講師：関 満博氏 ／ 一橋大学名誉教授
1948年 富山県生まれ

講師：山﨑 登氏 ／ 国士舘大学 防災・救急救助総合
研究所教授/（元NHK解説委員）1954年 長野県生まれ

事例報告

事例報告

① 株式会社ひろの屋 代表取締役 下苧坪 之典氏
② 久慈地域エネルギー株式会社 取締役 若林 治男氏

① 災害伝承語り部 吉田 忠雄氏
② 岩泉町 危機管理監 佐々木 重光氏

◉エクスカーション

◉エクスカーション

６月２９日（土）9:30～14:30（予定）

産業復興に取り組む施設や新たな産業の創出に取り組む施設の見学
《エクスカーション行程》

《エクスカーション行程》

久慈駅前集合 ⇒ 久慈地下水族科学館もぐらんぴあ（ガイド付） ⇒
道の駅のだ（昼食・買い物） ⇒ 涼海の丘ワイナリー ⇒ 久慈駅
（解散） ⇒ 盛岡駅着（解散）

大船渡温泉集合 ⇒ 大船渡市防災観光交流センター（※現地集合可能）
⇒ 赤崎地区公民館（漁村センター） ⇒ キャッセン大船渡（昼食・
買い物） ⇒ 陸前高田市内の震災遺構、新市街地など（ガイド付き）
⇒ ＪＲ大船渡線「交通広場」（解散） ⇒ 盛岡駅西口着（解散）

6月14日(金)必着
宮古 鉄 道 と フ ェ リ ー が つ な ぐ 福 幸
テーマ ～新たな三陸交通網を活用した地域間交流と地域活性化のヒント～

◉シンポジウム

７月２０日（土）10:00～14:20（予定）

地域活動の拠点となる大船渡防災観光交流センターのほか、震災遺構
及び周辺施設等の見学

７月２６日（金）13:30～16:00（予定）

会場：宮古市市民交流センター イーストピアみやこ
基調講演

新しい交通ネットワークを核とした地域活性化に
ついて
講師：鳥塚 亮氏 ／ NPO法人おいしいローカル線を
つくる会 理事長 1960年 東京都生まれ

7月5日(金)必着
応募エントリー方法
以下の方法で事務局へお申込みください。

「メール」・「往復ハガキ」・「ＦＡＸ」でのお申込み
①応募会場、開催日 ②氏名 ③住所 ④連絡先電話番号
⑤FAX番号（FAXでのお申込みの場合）記載の上、
「三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会事務局シンポジウム係」
へ郵送またはメール、FAX（019-624-0174）までご送信ください。

事例報告

※メールはこちらの応募フォームよりお申し込みください。
https://www.tvi.jp/sanpuro2019/symposium/form/index.html

① 宮古観光創生研究会 代表 花坂 雄大氏
② 公益財団法人アイヌ民族文化財団 専務理事兼事務局長 今井 太志氏

お預かりした個人情報は個人情報保護法及び、テレビ岩手個人情報保護
法規定に基づき厳重に管理し、当イベントの抽選・発送・本件に関する
諸連絡以外には使用しません。

郷土芸能・合唱発表

① 岩手県立岩泉高等学校（生徒による中野七頭舞の演舞）
② 宮古市立河南中学校（生徒による復興ソング「未来へ」の合唱）

◉エクスカーション

７月２７日（土）9:00～12:30（予定）

「リアス線」として全線開通した三陸鉄道の乗車体験と震災伝承施設
及び周辺施設の見学
《エクスカーション行程》

宮古駅前集合 ⇒ 山王岩、たろう観光ホテル、田老の防潮堤の見学
（ガイド付） ⇒ 道の駅たろう（休憩・買い物） ⇒ 田老駅 ⇒
宮古駅（解散）

7月12日(金)必着

※各会場、駐車場の台数には限りがございます。公共交通機関での
来場にご協力下さい。
※盛岡駅から各会場へ無料バスの運行もございます（別途申込必要）
別紙「会場へのアクセスについて」をご参照ください。

お問い合わせ先

〈お問い合わせ受付時間〉［月～金］10:00～17:00

【運営事務局】〒020-8650 テレビ岩手内
三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会事務局シンポジウム係
TEL/019-624-9034 FAX/019-624-0174
E-mail/sanpuro2019＠tvi.co.jp
〈岩手県公式ホームぺージ〉

三陸防災復興プロジェクト2019

［主催］三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会

検索

三陸防災復興プロジェクト２０１９
シンポジウム・エクスカーション 申込書
お
申
込
み
方
法

以下の方法で事務局へお申込みください。

「メール」はこちらの応募フォーム
よりお申し込みください。

※１エントリーにつき１名様までとさせていただきます。

※同時に盛岡駅から各会場への無料
バスのお申込みもできます。
【応募フォーム】

【記入事項】

ttps://www.tvi.jp/sanpuro2019/symposium/
form/index.html

①応募会場、開催日 ②氏名 ③住所 ④連絡先電話番号 ⑤FAX番号(FAXでのお申込みの場合)
「三陸防災復興プロジェクト2019 実行委員会事務局シンポジウム係」へメールまたは 郵送、
FAX(019-624-0174)でご送信ください。※メールは応募フォームより申し込みください。

※各会場のエクスカーション行程については、表面をご確認ください。
※各会場、駐車場の台数には限りがございます。公共交通機関での来場にご協力下さい。
※盛岡駅から各会場へは無料バスの運行もございます（別途申込必要） 別紙「会場へのアクセスについて」をご参照ください。

お問合せ・送付先
三陸防災復興プロジェクト2019 実行委員会事務局シンポジウム係
〒020-8650 テレビ岩手内
TEL/019-624-9034 FAX/019-624-0174 E-mail/sanpuro2019@tvi.co.jp
【お問合せ受付】10:00-17:00（月～金）

参加申込書

FAX. 019-624-0174
応募会場に☑を入れてください。※複数選択可能です
シンポジウム

6/28（金）13：30～16：00（予定）
エクスカーション

6/29（土） 9：30～14：30（予定）
シンポジウム

7/19（金）13：30～16：00（予定）
エクスカーション

7/20（土） 10：00～14：20（予定）
シンポジウム

7/26（金）13：30～16：00（予定）
エクスカーション

7/27（土） 9：00～12：30（予定）

久慈市文化会館
アンバーホール

定員
200名

〒028-0051
岩手県久慈市川崎町17-1
TEL 0194-52-2700 FAX 0194-52-2730

大船渡市民体育館
〒022-0003
岩手県大船渡市盛町中道下1-1

６/１４
定員
30名

定員
150名

TEL 0192-27-1001 FAX 0192-27-1002

定員
30名

宮古市市民交流センター
イーストピアみやこ

定員
150名

〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
TEL 0193-63-4166 FAX 0193-63-9118

締切

定員
30名

（金）必着

締切
７/５
（金）必着

締切
７/１２
（金）必着

氏名
住所

〒

－

TEL

FAX
岩手県公式ホームページ

三陸防災復興プロジェクト2019
http://www.pref.iwate.jp/chiiki/63223/index.html

注意事項
■申込みは、各会場先着順となります。■申込完了のご連絡のため、FAX番号をご記入
ください。ご記入のない場合は、参加申込書の送信をもって受付完了とさせていただき
ます。■お預かりした個人情報は個人情報保護法及びテレビ岩手個人情報保護法規定に
基づき厳重に管理し、当イベントの抽選・発送・本件に関する諸連絡以外には使用しま
せん。

三陸防災復興プロジェクト2019
三陸防災復興シンポジウム
会場へのアクセスについて
久慈会場

大船渡会場

久慈市文化会館 アンバーホール 会場のご案内

大船渡市民体育館 会場のご案内

〒028-0051 岩手県久慈市川崎町17番1号

〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字中道下1-1

TEL 0194-52-2700

TEL 0192-27-1001

230

45

久慈市文化会館
ア ン バーホール

大船渡市民体育館

大船渡市役所

9

久慈市役所

45

大船渡市 福祉事務所高齢福祉係

281

交通アクセス

交通アクセス
【鉄

道】①JR東北新幹線 二戸駅より
〈バス〉久慈駅まで新幹線リレーバスで約1時間10分
②久慈駅より 徒歩で約5分

【鉄

道】①JR東北新幹線 盛岡駅より
〈バス〉三陸鉄道 盛駅までバスで約3時間（大船渡病院行）
②JR東北新幹線 新花巻駅より
〈車〉車で約1時間20分
③三陸鉄道リアス線 盛駅より
・徒歩で約15分 ・車で約5分
【飛行機】 いわて花巻空港より
〈バス〉 JR盛岡駅まで連絡バスで約50分
➡盛岡駅から三陸鉄道 盛駅までバスで約3時間（大船渡病院行）
〈車〉 約1時間20分
【自動車】宮守ICより約50分

【飛行機】 いわて花巻空港より
〈バス〉JR盛岡駅まで連絡バスで約50分
➡盛岡駅から久慈駅までJRバスで約2時間10分
➡久慈駅から徒歩で約５分
【自動車】九戸ICより約50分
軽米ICより約50分
※ 久慈駅から会場へシャトルバスの運行もございます（申込不要）

※ 盛駅から会場へシャトルバスの運行もございます（申込不要）

宮古会場

無料バス運行

イーストピアみやこ 会場のご案内
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号

盛岡駅から各会場への無料バスの運行がございます。
お申込みが必要となりますので、裏面を必ずご確認ください。
※先着順となりますので、ご了承ください。

TEL 0193-63-4166

40

三陸防災復興展示会

45

イ ースト ピ ア みやこ

106
259

106

盛岡駅⇔各会場

各会場シンポジウムと併催し
「三陸防災復興展示会」を開催。

45

東日本大震災津波の記憶と教訓を
伝え、日常生活における防災意識
の向上を図ることを目的に、関係
機関による防災装備や車両の展示、
研修会などの体験型展示会を開催
します。

閉伊川

宮古市民総合体育館

宮古合同庁舎

交通アクセス
【鉄

道】JR東北新幹線 盛岡駅より
〈ＪＲ〉JR山田線 宮古駅まで2時間10分
〈バス〉盛岡駅前から宮古駅前まで106バスで約2時間30分

【飛行機】 いわて花巻空港より
〈ＪＲ〉 JR盛岡駅まで連絡バスで約50分
➡盛岡駅から山田線 宮古駅まで2時間10分
〈車〉 約1時間55分

【自動車】盛岡南ICより約1時間50分

地震体験車「そばっち号」▶

お問い合わせ先〈お問い合わせ受付時間〉［月～金］10:00～17:00
【運営事務局】〒020-8650 テレビ岩手内
三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会事務局シンポジウム係
TEL/019-624-9034 FAX/019-624-0174
E-mail/sanpuro2019＠tvi.co.jp
〈岩手県公式ホームぺージ〉 三陸防災復興プロジェクト2019

検索

※シンポジウム・エクスカーションへ参加希望の場合には、別途お申込みが必要となります。
※各会場、駐車場の台数には限りがございます。公共交通機関での来場にご協力下さい。
［主催］三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会

三陸防災復興プロジェクト２０１９
シンポジウム 無料バス申込書
お
申
込
み
方
法

以下の方法で事務局へお申込みください。

「メール」はこちらの応募フォーム
よりお申し込みください。

※１エントリーにつき１名様までとさせていただきます。

※同時にシンポジウム・エクスカー
ションのお申込みもできます。
【応募フォーム】

【記入事項】

https://www.tvi.jp/sanpuro2019/symposium
/form/index.html

①ご希望のバス行程 ②氏名 ③住所 ④連絡先電話番号 ⑤FAX番号(FAXでのお申込みの場合)
「三陸防災復興プロジェクト2019 実行委員会事務局シンポジウム係」へメールまたは 郵送、
FAX(019-624-0174)でご送信ください。※メールは応募フォームより申し込みください。

※シンポジウム・エクスカーションへ参加希望の場合には、別途お申込みが必要となります。
※各会場、駐車場の台数には限りがございます。公共交通機関での来場にご協力下さい。

お問合せ・送付先
三陸防災復興プロジェクト2019 実行委員会事務局シンポジウム係
〒020-8650 テレビ岩手内
TEL/019-624-9034 FAX/019-624-0174 E-mail/sanpuro2019@tvi.co.jp
【お問合せ受付】10:00-17:00（月～金）

無料バス申込書

FAX.
019-624-0174
応募会場に☑を入れてください。
※往復でお申込みの場合は往路・復路の２カ所に☑を入れてください。
6/28（金）往路 盛岡駅⇒久慈会場

盛岡駅発 → 久慈アンバーホール着
10：00
12：30

定員
50名

6/28（金）復路 久慈会場⇒盛岡駅

久慈アンバーホール発 → 盛岡駅着
16：30
19：00

定員
50名

6/29（土）エクスカーション⇒盛岡駅

久慈駅発 → エクスカーション → 盛岡駅着
9：30
17：00

定員
30名

7/19（金）往路 盛岡駅⇒大船渡会場

盛岡駅発 → 大船渡市民体育館着
10：30
12：45

定員
50名

7/19（金）復路 大船渡会場⇒盛岡駅

大船渡市民体育館発 → 盛岡駅着
16：30
18：45

定員
50名

7/20（土）エクスカーション⇒盛岡駅

大船渡温泉発 → エクスカーション → 盛岡駅着
9：50
（現地集合可）
16：35

定員
30名

（金）必着

7/26（金）往路 盛岡駅⇒宮古会場

盛岡駅発 → イーストピア宮古着
10：00
12：30

定員
50名

宮古会場

7/26（金）復路 宮古会場⇒盛岡駅

イーストピア宮古発 → 盛岡駅着
16：30
19：00

定員
50名

7/27（土）エクスカーション⇒盛岡駅

宮古駅発 → エクスカーション → 盛岡駅着
9：00
16：30

定員
30名

久慈会場

締切
６/１４
（金）必着

大船渡会場

締切
７/５

締切
７/１２
（金）必着

氏名
住所

〒

－

TEL

FAX
岩手県公式ホームページ

三陸防災復興プロジェクト2019
http://www.pref.iwate.jp/chiiki/63223/index.html

注意事項
■申込みは、各会場先着順となります。■申込完了のご連絡のため、FAX番号をご記入
ください。ご記入のない場合は、参加申込書の送信をもって受付完了とさせていただき
ます。■お預かりした個人情報は個人情報保護法及びテレビ岩手個人情報保護法規定に
基づき厳重に管理し、当イベントの抽選・発送・本件に関する諸連絡以外には使用しま
せん。

