RPCC 地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ（Regional-Power Co-Creation Consortium）
平成１９・２０・２１・２２・２３年「Ｙａｍａｇａｔａ地域力ステーション」経過サマリー

回数
ﾄﾗｲｱﾙ 4 回
１
２・３
４・５
６・７

オンエアー日

テーマ

平成１９年 ： ９回
６月〜９月
１０/６
１１/１４・２８
１２/１２・２６

月 1 回で 4 回
地域力について語る
対談：地域力
地域活動における「唄」の可能性

平成２０年 ： ２４回
1/２３

新春鼎談「地域力共創への 誘い 」

ゲスト

平成２３年５月３日現在
地域力共創推進コンソーシアム
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ

地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志
日野雅夫副知事
丹波恵子（シンガーソングライター）
ともいき夢ﾌﾟﾗﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 揚妻奉昭氏・庄子企画代表 庄子好
宏氏
ＣＡＰやまがた代表 今野裕子氏・ＣＡＰ庄内事務局 齋藤綾氏
地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志
山形市企画調整課（＆市民活動支援ｾﾝﾀｰ） 齋藤政美主幹
山形大学教授・地域共同研究ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 小野浩幸氏
うまいずウェブ代表石川昭子氏、山形うまいずマーケット松岡み
どり副店長
山形県県民活動推進室 安孫子義浩室長補佐
丸喜屋設備㈱専務取締役＆ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾗｲﾌﾞ配信ｻｲﾄ「どんがどっ
とｊｐ」の兼子祐喜氏
大富農産(有)代表取締役 佐藤佳夫氏

８・９
１０
１１・１２・１３
１４・１５・１６
１７・１８

２/１３・２７
３/１２
３/２６、４/９・２３
５/１４・２８、６/１１
６/２５、７/９

１９・２０・２１
２２・２３・２４

７/２３、８/１３・２７
９/１０・２４、１０/８

子供に関わる今の課題へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
これまでの番組を振り返って
山形市「ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ」について
山形大学地域共同研究ｾﾝﾀｰの紹介
Ｗｅｂで山形の「うまいもの」販売を手掛ける地域ﾋﾞｼﾞﾈｽ（ＣＢ）
の紹介
「やまがた社会貢献基金」について
インターネットで出来る町おこし

２５・２６・２７
２８・２９

１０/２２、１１/１２・２６

山葵の食文化と山形の山葵の紹介

１２/１０・２４

知っていますか？「山形市の施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ度についての情 山形市福祉のまちづくり活動委員会委員長 鈴木幸子氏
報がＷｅｂ公開され更新されていることを！」

３０
３１・３２

平成２１年 ： ２１回
１/１４
１/２８、２/１１

３３・３４・３５

３/１１・２５、４/８

同上
新春鼎談「昨年の番組を振り返りこれからの方向性」を語る
ｼﾘｰｽﾞ企画ＣＢ（ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ）が紡ぐ
≪地域連携≫

黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼
黒沼

同上
黒沼
税理士法人ピアツーピア代表社員 木口税理士（番組審議委 黒沼
員）
地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志
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回数
３６・３７・３８
３９・４０・４１・
４２
４３・４４・４５・
４６
４７・４８・４９・
５０
５１・５２・５３
５４
５５・５６・５７
５８

５９・６０
６１

６２・６３
６４

６５・６６・６７

オンエアー日
４/２２、５/１３・２７
６/１０・２４、７/８・２２
９/９・２３、１０/１４・２８
１１/１１・２５、１２/９・２３

平成２２年： ２３回
１/２７、２/１０・２４
３/１０
３/２４、４/１４・２８
５/１２
５/２６、６/９
６/２３

７/１４・２８
８/１１

８/２５、９/８・２２

テーマ
ｼﾘｰｽﾞ企画その 1：大石田町新作物開発研究会の「自然薯」
ｼﾘｰｽﾞ企画その２：京都から大井沢へ！ 若きＩターン者が本格作陶する
「聴雪窯」
山形の食と文化の発見・再生・継承の山形モデル：「おいしい山形の食と
文化を考える会」の活動
ｼﾘｰｽﾞ企画その３：ＣＢ公開起業オークション発表者（田宮真紀子
さん）のその後の活動

ゲスト
大石田新作物開発研究会会長 海藤明氏
「聴雪窯」 土田健氏

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
黒沼
黒沼

おいしい山形の食と文化を考える会会長 早坂稔 黒沼
氏、他２名
(有)青空介護サービス取締役 田宮真紀子
黒沼

新春対談「地域活動におけるＣＢ（ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ）、ＳＢ（ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ）と 経営デザイン研究所代表 川村志厚氏
山形のこれから」
「Yamagata 地域力 ステーション」３年のミニ・アンソロジー
地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志

黒沼

「若きＵターン者のチャレンジ」を話題に＜仕事（働き方＞を語り合う
新企画：地域活動の「いま」情報ｺｰﾅｰ
ﾃｰﾏ：ﾌｧｰﾑ体験学習〜いのちに学び感謝しよう〜、その他
新企画：地域活動の「先達・先輩（ﾒﾝﾀｰ）」紹介ｺｰﾅｰ＜あれから１年、若き
Ｉターン者が語る「聴雪窯」の いま ＞
新企画：地域活動の「いま」情報ｺｰﾅｰ
ﾃｰﾏ 1：第１回辻静雄食文化賞
ﾃｰﾏ 2：「男女共同参画週間
ﾃｰﾏ 3：「戒名の付け方など寺に求められる役割」
地域活動の「先達・先輩（ﾒﾝﾀｰ）」紹介：「日韓国際梅花藻サミット」、江華島
梅花藻サミット＠韓国、その他会の活動

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏
地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志

黒沼

「聴雪窯」 土田健氏

黒沼

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏

黒沼

山形五堰の流れを考える会事務局長 鎌田隆二氏

黒沼

地域活動の「いま」情報：
ﾃｰﾏ 1：「男女いきいき・子育て応援宣言企業登録制度」
ﾃｰﾏ 2：グリーン化税制について
地域活動の「先達・先輩（ﾒﾝﾀｰ）」紹介：
東北に＜官＞発の新しい 風 が吹きはじめるか・・・【「東北まちづくりオフ
サイトミーティング」を紐解こう】

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏

黒沼

東北まちづくりオフサイトミーティング事務局 後藤 黒沼
好邦氏（山形市）
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回数
６８

６９・７０

７１・７２・７３

オンエアー日
１０/１３

１０/２７、１１/１０

１１/２７、１２/８・２２

７４

平成２３年：途中
１/１２

７５

１/２６

７６

２/９

７７

２/２３

７８

３/９

７９

３/２３

テーマ
地域活動の「いま」情報：
ﾃｰﾏ 1：男女共同参画：普及・啓発から「実践・行動へ」
ﾃｰﾏ 2：新時代のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「プロボノ」職業スキルで社会貢献
地域活動の「先達・先輩（ﾒﾝﾀｰ）」紹介：
【食の甲子園ｉｎやまがた全国大会】が開催されます
地域活動の「先達・先輩（ﾒﾝﾀｰ）」紹介：
ﾊｰﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰと「食」を語る
地域活動の「いま」情報：
ﾃｰﾏ 1：岩手県遠野市「馬搬（ばはん）」の記事から考えたこと「非効率
の再評価」
ﾃｰﾏ 2：「『イクメン』支援に重点 政府の第 3 次男女共同計画」
地域活動の「いま」情報：
ﾃｰﾏ 1：「小中高でキャリア教育」の記事から考えたこと
ﾃｰﾏ 2：「イクメン」その 2
地域活動の「先達・先輩（ﾒﾝﾀｰ）」紹介：
「ﾌｰﾄﾞ・ｱｸｼｮﾝ・日本 ｱﾜｰﾄﾞ 2010」で「食の甲子園ｉｎやまがた全国大会」が
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・啓発部門の【優秀賞】を受賞。受賞団体「おいしい山形の食と
文化を考える会」とその賞の内容を紹介。
地域活動の「いま」情報：
「One Coin 地域力 ｶﾌｪ」ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ「やまがた地域力共創【論・楽・
会】」の紹介
地域活動の「いま」情報：
ﾃｰﾏ 1：育休（男性 0.6%の意味 労働条件など県調査）
ﾃｰﾏ 2：教職員用の宣言文制定へ（県が関係条例の改正を提案）
「Yamagata 地域力 ｽﾃｰｼｮﾝ」この 1 年のﾐﾆ・ｱﾝｿﾛｼﾞｰ＆４年間の放送を振
返る

ゲスト
ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
黒沼

「食の甲子園ｉｎやまがた全国大会実行委員会」事務 黒沼
局 安達晃司氏（山形県農林水産部新農業推進課
主査）
「Ｃａｆｅ ｱﾛﾏﾃﾗｽ」店主＆ﾊｰﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 安藤 薫 黒沼
ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏
ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏

黒沼

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏

黒沼

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏

黒沼

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 安食英理子氏

黒沼

地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志

地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志
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回数

オンエアー日

８０

４/１３

８１

４/２７

テーマ
地域活動の「いま」情報：
ﾃｰﾏ 1：国際人（官民で育成、政府が若者の「内向き志向」に危機感
ﾃｰﾏ 2：書籍の紹介（「奇跡の教室」伊藤氏貴著、かつて灘校で
文庫本「銀の匙」を３年かけて読み込む型破りの授業を行った国語教師に
ついて紹介している）
地域活動の「いま」情報：
ﾃｰﾏ 1：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動・地域起し・被災地支援（震災をｷｯｶｹにして「ボランテ
ィア活動」を考える）

ゲスト
地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志

地域力共創推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表 黒沼貞志
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ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ

