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［開催日］

後日WEBサイトにおいて動画配信予定

［会場］

2021年7月10日［土］・11日［日］ 学校法人鶴岡学園北海道文教大学　鶴岡記念講堂ほか（JR恵庭駅東口から徒歩8分）
※新型コロナウイルスの感染状況により、入場制限する場合があります。
恵庭市黄金中央5丁目196番地の1

記念フォーラムの概要は
後日、WEBサイトに
おいて動画配信予定‼

7月10日［土］ 《開場/12：00》

恵庭市 企画振興部 50周年事業室 〒061-1498 恵庭市京町1番地主 催

7月11日［日］ 《開場/8：45 》

13：05 基調講演

～サッポロビールがカイタクする未来～
競争の中での自立を楽しむ。これからの地方創生。

サッポロホールディングス株式会社 顧問/
サッポロビール株式会社 前社長 髙島 英也氏

14：45 イントロダクション
分科会のテーマについて 各分科会座長

13：55 特別講演
共生と多様性からのまちづくり

福井県立大学 学長/東京農業大学 元学長 進士 五十八氏

15：30 分科会
4つのテーマ毎にシンポジウム

主催者挨拶 恵庭市長 原田   裕13：00

分科会の議論について 各分科会座長
分科会発表9：30

11：00 恵庭宣言
～新時代を切り拓くまちづくりに向けて（提言）～

これからの人口減少やニューノーマル時代における
様々な主体との連携や結合等による共生社会について
の記念フォーラムでの議論をこれからのまちづくりの提
言として恵庭市から発信します。
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基調講演

競争の中での自立を楽しむ。
これからの地方創生。
～サッポロビールがカイタクする未来～

サッポロホールディングス株式会社
 顧問髙島 英也氏

特別講演

共生と多様性からの
まちづくり

福井県立大学 学長 進士 五十八氏

目白大学社会学部
地域社会学科 教授

大西 律子氏

帯広市長

米沢 則寿氏

えこりん村（株）社長

庄司 開作氏

北海道大学公共政策大学院　
客員教授
北海道観光振興機構 会長

小磯 修二氏

全体コーディネーター
【座長】

第1分科会 交流による共生のまちづくり

北海道建設部まちづくり局長

宮下 忠昭氏

ニセコ町長

片山 健也氏

恵庭花のまちづくり
推進会議 会長

内倉  真裕美氏

第3分科会 花や緑との共生のまちづくり
【座長】

山崎 幹根氏

【座長】

第2分科会 多文化との共生のまちづくり

北海道文教大学 学長

渡部 俊弘氏

東川町長

松岡 市郎氏

岐阜県可児市
国際交流協会 事務局長

各務 眞弓氏

北海道大学公共政策大学院
教授

高野 伸栄氏

北海道大学大学院工学研究院
教授

森のようちえん 森のたね 代表

寺岡 祐子氏

リズム学園 学園長

井内　聖氏

恵庭市長

原田　裕

第4分科会 子どもと地域の共生のまちづくり
【座長】

愛甲 哲也氏

北海道大学大学院農学研究院
准教授● E-mail▶info@eniwa50.jp 　

● 電話▶080-4053-3058
● WEBサイト（申込フォーム）▶https://eniwa50.jp 
 恵庭市制施行50周年記念フォーラム事務局

（株式会社インサイト内）
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7月3日［土］
申込締切申込方法

問合せ・申込先

北見市出身。国際協力機構からの派遣で恵庭市役所に勤務。現在まで中南米 
カリブ地域(ボリビア、キューバ、グアテマラ、ホンジュラス)で国際協力事業に 
従事。数回に分けてコラムを書かせていただきます。宜しくお願いします。

化多様な文 生 るき 代と

　グローバル化は急速に進み、今後は多様な文化と共に生きる
ことが必要になります。まずは他国に興味を持つことが多文化
共生の第一歩です。そのため、今回は恵庭市が東京2020オリ
ンピックのグアテマラ共和国(通称:グアテマラ)のホストタウン
であることから、当該国の簡単な紹介をしたいと思います。
　グアテマラは中米にあり、人口は約1660万人、面積は北海
道の約1.25倍です。最近は日本でもコーヒーが人気で、名前を
聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。豊かな自然
や文化、そして経済的にも順調に発展している一方で、貧富の
差や治安の悪化など様々な問題を抱えている国でもあります。
また、グアテマラを含む中米の国々から米国を目指す移民が急
増しており、国際的に注目されています。
　素晴らしい点も多数見られます。一例として、マヤ文明最大
都市といわれる「ティカル遺跡」が国際的に有名です。遺跡の
中でも、ジャングルの中に建つ神殿群が有名で、最も高いもの
で65メートル近くもあります。ティカル遺跡はその壮大な様
相から映画「スターウォーズ」の撮影場所としても利用されま
した。更に、数学、天文学、暦、文字の使用、乾期対策として

の貯水池建設など、
高度な文明であった
ことが知られていま
す。
　是非、時間がある
時にインターネット
で「グアテマラ」と
検索してみてくださ
い。きっと素晴らし
い写真が見られるこ
とと思います。■ティカル遺跡の一部（撮影：杉本）

グアテマラってどんな国？第一回

新
連
載

恵庭市企画振興部 企画課 杉本 要

は地域の方々を中心とした独自のポスティングシステムで、毎週各ご家庭にお届けしています。
配布地域内で配布モレがありましたらお届けしますので、お気軽にご連絡ください。 　ちゃんと編集部 TEL.0123-27-0911

ミス・バレンタインの
ラッキーワード
ラッキーカラー今週今週のの星占い星占い

ガーデニング
オレンジ色

友人・仲間
虹色

静かな場所
深緑

ドライブ・小旅行
空色

庭の手入れや部屋を快適
にするための工夫が運気
アップにつながります。
手間ひまかけることで心
豊かに過ごせる時です。

一人でできないことで
も、チームワークで達成
できる時です。理想や夢
を分かち合える友達や人
との縁が広がりそう。

少し立ち止まって歩調を
緩めることが求められて
います。疎遠になってい
た人との再会がありそ
う。相手を受け入れる姿
勢が大切です。

我慢や忍耐の時間が、癒
やしや希望に変わってい
きます。少し日常から離
れ、遠くに出かけること
でリフレッシュできま
す。

良い道具
アイアングレー

名刺・スーツ
紺色

贈りもの
ピンク

祈り
クリスタル

対話・交渉
すみれ色

SNS 断ち
白

キャンプ・自然の中
アクアブルー

質の高い学びや技術を身
につけることで、スキル
アップできます。多くの
情報に流されず、一つの
ことを極めることで幸運
に！

周囲の人から頼りにされ
ることの多い時期です。
自分には少し責任が重い
と思えることも、前向き
に受け止めることで運気
がアップします！

未来に役立つものに投資
することが、後々の幸運
につながります。心とき
めくものに出合える時で
す。臨時収入の予感があ
ります。

人とのつながりから受け
取るものが多い時です。
日頃気付かない他者の悩
みに寄り添うことで、優
しさを力に変えることが
できます。

自分が積み重ねてきたこ
との様々な結果を感じる
出来事がありそうです。
目に見えない祈りや人と
のつながりに助けられる
時です。

対人関係で、協調が求め
られる時です。互いの違
いを認め、理解し合うた
めの努力が、良い関係性
を築くことにつながりま
す。

仕事とプライベートを
しっかり分けることが求
められています。休日に
は思い切り心を解放した
り、リフレッシュするこ
とが大切です。

心から楽しいと思うこと
にエネルギーを注いでく
ださい。あなたのクリエ
イティブなセンスや才能
を表現するチャンスがあ
りそうです。

寄付・チャリティー活動
菜の花色

6月18日〜 6月24日
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