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令和３年１０月８日（金）～１０日（日）

オンライン配信 スタジオ 宗像大社「勅使館」

常若 自然の再生と循環型社会への実現に向けて

宗像国際環境会議実行委員会

宗像漁業協同組合、筑前七浦の会、宗像環境団体連絡協議会、改革プ

ロジェクト、キリンビール、シャボン玉石けん、ＴＯＴＯ、トヨタ自

動車九州、トヨタプロダクションエンジニアリング、西日本電信電話、

日本航空、日本製鉄、日鉄エンジニアリング、三菱商事、九州経済

フォーラム、地域企業連合会九州連携機構、国際ロータリー第2700地

区、九州大学大学院工学研究院、福岡県立水産高等学校、九州のムラ、

宗像観光協会、宗像大社、宗像市

国際文化芸術プロジェクト

環境省 福岡県

一人 3,000 円 3日間

アートフェスティバル 常若 fashion show

オペラ「みづち」奉納コンサート

宗像大社神宝館特別展 海の神殿「宗像」×山の神殿「富士山」

～祈りと芸術の源泉～

MUNAKATA  ECO

第８回 宗像国際環境会議        

ECO

期 日

場 所

テーマ

主 催

共 催

後 援

参加費

その他

       

    
      
         

    

      

   

   

         

        

   

    

    

    

    

        

    



MUNAKATA  ECO

第８回宗像国際環境会議 スケジュール        

ECO

10 10:00 60 10:00 60

11 11:00 15 ▶ スポット映像 11:00 15 ▶ スポット映像
11:15 60 11:15 60

12
12:15 45 12:15 45

13 13:00 15 13:00 60 13:00 60

13:15 60

14 14:00 15 ▶ スポット映像 14:00 15 ▶ スポット映像
14:15 15 14:15 60 14:15 60

14:30 60

15
15:15 15 ▶ スポット映像 15:15 15 ▶ スポット映像

15:30 15 15:30 75 15:30 15 振  返  り
15:45 15:45 15 宗像宣言

16

16:45 150 16:45 15 ▶ スポット映像
17 17:00 60

18 18:00 60

19
19:15 90

20

20:45

オペラ みづち奉納コンサート

旧祈願殿

カーボンオフセット 

第２日目　１０月９日（土）

Session　6

海洋ゴミと環境問題

Session　7

海の再生

Session　8

環境問題と新たなビジネス

常若 fashion show

新祈願殿

▶ スポット映像

第３日目　１０月１０日（日）

Session　9

環境問題と価値観の転換

Session　10

環境問題と公益資本主義

Session　11

環境問題と常若

Session　12

地方自治と環境問題

▶ スポット映像

 09:00 ～ 12:00

 電動アシストサイクルツーリズム

 大島～鐘崎～さつき松原

第１日目　１０月８日（金）

Session　1

環境問題と気候変動

　開会式

▶ スポット映像

Session　2

気候変動と海の環境問題

▶ スポット映像

Session　3

世界遺産と環境問題

Session　4

循環型社会の実現に向けて

Session　5

次世代のライフスタイル

▶ VTR 常若産業甲子園

　        子供たちの未来の環境

01 神社イノベー

ション （50）

02 野村萬斎 狂言

三番叟 (40)

03 二木あい× 五

十嵐大介 (50)

16:45  移動 (30)

17:15 懇親会 (90)

ホテル

グレージュ

18:45  移動 (30)

分科会／別会場

１０月 ９日（土）

10:00 ～ 12:30

 ロータリークラブ／宗像ロイヤルホテル

12:30 ～ 14:30

 福岡県 静岡県連携事業／宗像ロイヤルホテル

１０月１０日（日）

09:00 ～ 11:30

 海洋ゴミ問題／宗像ロイヤルホテル

※ 日時未定

 持続可能な観光／鎮国寺



MUNAKATA  ECO

第１日目 １０月８日（金）

13:00 15 MC 葛城 奈海

03 ▶ オープニング映像

14 ▶ ビデオメッセージ

03 ▶ 会長挨拶

13:15 60

15 ▶ 堅達 京子　ＮＨＫエンタープライズ

15 ▶ 進士 五十八　造園学者 福井県立大学学長

15 ▶ 伊藤 弥寿彦　自然史映像作家 昆虫研究家

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・マンリオ カデロ　駐日サンマリノ大使

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・更家悠介　サラヤ代表取締役社長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

14:15 15

14:30 60

15 ▶ 石原 良純　気象予報士

15 ▶ 二木 あい　水族表現家

15 ▶ 臼井賢一郎　KBC九州朝日放送報道情報局解説委員長

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・マンリオ カデロ　駐日サンマリノ大使

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・更家悠介　サラヤ代表取締役社長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

15:30 15

15:45 60

15 ▶ 川勝 平太　静岡県知事

15 ▶ 服部 誠太郎　福岡県知事

15 ▶ 高橋 政司　ORIGINAL Inc.執行役員

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・マンリオ カデロ　駐日サンマリノ大使

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・更家悠介　サラヤ代表取締役社長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

Session

１

Session

２

Session

３

開会式

環境問題と気候変動

スポット映像

気候変動と海の環境問題

スポット映像

世界遺産と環境問題

16:45 150

50 ▶ 神社イノベーション

40 ▶ 野村萬斎 狂言 三番叟     

03 ▶ Ai Futaki 共に生きる

50 ▶ 二木あい×五十嵐大介  

19:15 90 MC 武田 伊央

スポット映像

常若 fashion show



MUNAKATA  ECO

第２日目 １０月９日（土）

10:00 60 MC 池尻和佳子

15 ▶ トラウデン 直美　モデル

15 ▶ 岩元 美智彦　日本環境設計会長

15 ▶ 岩熊 正道　RKB毎日放送専務取締役

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・森田 隼人 シャボン玉石けん代表取締役社長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

11:00 15

11:15 60

15 ▶ 平 祐奈　女優 タレント

15 ▶ HKT 48

15 ▶ 岸本 吉生　ものづくり生命文明機構常任幹事

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・森田 隼人 シャボン玉石けん代表取締役社長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

12:15 45

45 ▶ 常若産業甲子園  子供たちの未来の環境

13:00 60 MC 葛城 奈海

15 ▶ 西内 ひろ　モデル 宗像国際環境会議アンバサダー

15 ▶ 権田 幸祐　宗像鐘崎漁師

15 ▶ 本田 藍　宗像海女

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・松永 康志 シャボン玉石けん取締役営業本部長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

14:00 15 スポット映像

Session

４

Session

５

Session

６

循環型社会の実現に向けて

スポット映像

次世代のライフスタイル

スポット映像

海洋ゴミと環境問題

14:15 60 MC 葛城 奈海

15 ▶ 髙田 純一　日鉄エンジニアリング 資源化推進室長

15 ▶ 藤村 武宏　三菱商事 サステナビリティCSR部長

15 ▶ 清野 聡子　九州大学大学院准教授

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・松永 康志 シャボン玉石けん取締役営業本部長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

15:15 15

15:30 75

15 ▶ 高木 亨　太陽誘電事業推進室 新事業推進室統括室長

15 ▶ Yuya Roy Komatsu　CAVIN代表取締役社長

15 ▶ 森 勇介　大阪大学教授

15 ▶ 松本 一道　九州電力コーポレート戦略部長

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・松永 康志 シャボン玉石けん取締役営業本部長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

16:45 15 スポット映像

17:00 60

18:00 60

Session

７

Session

８

海の再生

スポット映像

環境問題と新たなビジネス

オペラ みづち奉納コンサート

カーボンオフセット



MUNAKATA  ECO

第３日目 １０月１０日（日）

10:00 60 MC 池尻和佳子

15 ▶ 安宅 和人　慶應義塾大学環境情報学部教授

15 ▶ 黒田 玲子　東京大学名誉教授

15 ▶ 野見山 広明　カグヤ代表

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・森田 隼人 シャボン玉石けん代表取締役社長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

11:00 15

11:15 60

15 ▶ 原 丈人　実業家

15 ▶ 住田 孝之　住友商事執行役員

15 ▶ 入戸野 真弓　まちのわ代表取締役社長

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・森田 隼人 シャボン玉石けん代表取締役社長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

12:15 45

13:00 60 MC 葛城 奈海

15 ▶ 中井 徳太郎　環境省事務次官

15 ▶ 相川 七瀬　歌手

15 ▶ 葦津 敬之　宗像大社宮司 宗像国際環境会議副会長

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・松永 康志 シャボン玉石けん取締役営業本部長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

14:00 15 スポット映像

Session

９

Session

１０

Session

１１

環境問題と価値観の転換

スポット映像

環境問題と公益資本主義

スポット映像

環境問題と常若

14:15 60 MC 葛城 奈海

15 ▶ 江原 達也　長門市長

15 ▶ 湊屋 稔　羅臼町長

15 ▶ 千田 勝一郎　鎌倉市副市長

15 ▶ コメンテーター所感／質疑応答

 ・中井 徳太郎　環境省事務次官

 ・松永 康志 シャボン玉石けん取締役営業本部長

 ・エバレット ケネディ ブラウン　写真家

 ・都築 明寿香　都築学園グループ副総長

 ・浜崎 陽一郎　Fusic取締役副社長

15:15 15 スポット映像

15:30 15 振り返り

15:45 15 宗像宣言

Session

１２

地方自治と環境問題



MUNAKATA  ECO

各セッションの進行        

ECO

時間 所要

００：００ 15分 MC 紹　介

▶ スピカ― １

００：１５ 15分 MC 紹介

▶ スピカ― ２

００：３０ 15分 MC 紹　介

▶ スピカ― ３

００：４５ 15分 MC ▶ コメンテーターの感想

０１：００ ▶ 質疑応答／予めチャット及びメールから抽出

スケジュール

MONITOR  TV

MC スピーカー コメンテーター

スタジオ／宗像大社勅使館

MUNAKATA Eco

International Symposium

海の鎮守の森プロジェクト

宗像国際環境会議
MUNAKATA

   

#1 15分

#2 15分

#3 15分

#4 15分

後日、15分単位でYouTube
にアップ



MUNAKATA  ECO

MUNAKATA  ECO

常若 fashion show
        

ECO

１、日 時 令和３年１０月８日（金） 午後１９時１５分

２、場 所 宗像大社 新祈願殿前

期 日

場 所

ト ウデ 直美 モデル西内 ひろ モデル

  国際環境 議ア バサダ 
平 祐奈 女優  レ ト 運上 弘菜 HKT48 小田 彩加 HKT48 松本 日向 HKT48



MUNAKATA  ECO

MUNAKATA  ECO

オペラ「みづち」奉納コンサート
        

ECO

１、日 時 令和３年１０月８日（土） 午後５時

２、場 所 宗像大社 旧祈願殿

期 日

場 所

丹治 富美子
作家

『五感で読む源氏物語』など古典研究、香道古心流師範、
軽井沢の森に暮らす。音と文学を融合した歌物語『髪の
章』『露の章』他、詩は国内 で作曲される。首都圏の
水源地の群馬県から委嘱を受け、地球環境を脅かす現代
文明への警鐘 三千年の未来へのメ     を託した
 ペ 『みづち』の脚本を創作、01年初 。04年日本 
ペ 協 により新国立劇 で再 。

オペラ「みづち」は、自然の営みの中で生きること

を遠ざける文明のあり方を憂い、警鐘を鳴らす思い

の限りを音楽の総合芸術であるオペラに託したもの

である。

脚本 丹治富美子 作曲 新倉 一梓

新倉 一梓
作曲 編曲家

東京芸術 学音楽学 作曲科を首席で卒業。 同 学院修
了。 ペ  ニ ト・レ ェ ドのCD キ グレコ 
ド 、ひとりでもいい 作曲 編曲 、CD  ニバ サ
ルミュ   ク  童謡の声 編曲担当 コミ ク ペ 
 フィガロの再婚 作曲 新垣隆、中村匡宏、 氏と共
作  ペ  本能寺が燃える  一 作曲担当 他。
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MUNAKATA  ECO

海の神殿「宗像」×山の神殿「富士山」

祈りと芸術の源泉
        

ECO

１、期 日 令和３年１０月１日～１２月３１日

２、場 所 宗像大社 神宝館

３、拝観料 一般 800 円、高校大学生 500 円、小中学生 400 円

海の神殿「宗像」
Munakata, Sanctuary

of the Sea

Art Work by YURIKO HIROSE 広瀬友利子

山の神殿「富士山」
Mt. Fuji, Sanctuary

of the Mountain

Art Work by YURIKO HIROSE 広瀬友利子

×

世界遺産共同プロジェクト World Heritage Joint Project

×

山の神殿  富士山 海の神殿     

Munakata, Sanctuary of the Sea Mt. Fuji, Sanctuary of the Mountain

    神宝 

期 日

場 所

拝観料
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MUNAKATA  ECO

福岡県及び静岡県連携事業        

ECO

１、日 時 令和３年１０月９日（土）午後１２時３０分～１４時３０分 ２時間

２、場 所 オンライン中継

福岡県／ロイヤルホテル宗像 静岡県／富士山世界遺産センター

３、主 催 福岡県 静岡県

４、参加者 ５０名 福岡県２５名 静岡県２５名

５、日 程 １２：３０ 開 会

１２：３５ 第１部 講 演 海洋ゴミ問題

１３：２０ 休 憩

１３：３０ 第２部 事例発表 福岡県及び静岡県環境団体各１団体

１４：１０ 質疑応答及び意見交換

１４：２５ 講 評

１４：３０ 閉 会

６、その他 ⑴ 福岡県会場に宗像市立小中学校の児童及び生徒の作文及び絵画を展示

⑵ 12:30～12:55  両県の清掃活動の様子や世界遺産の映像を放映

期 日

主 催

日 程

その他

場 所

参加者



MUNAKATA  ECO

MUNAKATA  ECO

VTR
常若産業甲子園 子供たちの未来の地球

        

ECO

VTR収録 第２日目 １０月９日（土）１２：１５～１３:００ 放映

テーマ ⑴ 私たちができる地域の活性

⑵ 高校生が考える吉野の未来

⑶ 未来の地域環境を創造する

対象 １７歳以下の子供たち

VTR収録

テーマ

出演対象


