
開催日 イベント名 テーマ

11/5/08 新潟DC会議 「温泉について」
1/30/10 トークショー 「なぜ新潟で雑誌づくりをしているの？」
2010年2月6日�7日 コミュニティビジネスのすすめ 「今求められているお米とは」
2/13/10 にいがた暮らしガイダンス 「田舎に移住した自遊人」
2/26/10
3/6/10 FOOD	  ACTION	  NIPPON

ひろがる魅力　「米粉」メニュー講座
「米粉の活用と多様性」

3/29/10 中山間地域活性化シンポジウム 「中山間地域から日本の食、農業を考える」
4/10/10 魚沼新潟物産勉強会（平澤） 　
5/23/10 農業から考える地域づくり 「今求められているお米、その販売戦略とは」
7/9/10 「企業と社会の安心・安全を考える会」 「安心・安全な食をめざして」
7/15/10 移住交流フェア 「魚沼で雑誌を作ると言うこと：田舎暮らしのメリット・デメリッ

ト」
9/15/10 JTB×魚沼（修学旅行誘致） 「魚沼の大自然」
11/5/10 雪国観光圏シンホ シ ウム 「SNOW	  COUNTRY	  FOOD	  BRANDのあるべき姿」
11/21/10 平成22年度白鷹学講座 「”農山村発”だからこそのクオリティ」

「自遊人×白鷹人」パネルトーク
11/25/10 トゥモロー塩沢異業種交流会
12/6/10 雪国観光圏フ レス発表会
1/30/11 農家六起
2/2/11 三条商工会議所交通部会 「魅力を活かす方法とPRについて」
2/2/11 雪国観光圏「雪国A級グルメ」説明会 「雪国A級グルメ」
2/6/11 長岡市農地・水・環境向上対策研修会 「”農”の魅力と可能性を語る」
2/19/11 魚沼を考える会
2/22/11 米粉イタリアンフェア
8/9/11 大阪産業創造館 「雑誌『自遊人』に見る本物は何か、本質とは何か」
10/20/11 観光地域づくり人材育成研究 「自遊人の食戦略」
11/21/11 鹿教湯温泉
1/24/12 若手農業就業者講習（南魚沼地域振興局）
2/8/12 丹波市農業講習会 強い農業へ
3/23/12 1㎏2,000円の米を売る─米のブランド化
7/23/12 「くらしたい国、富山」推進本部会議 定住促進のヒント　地方だからこそ「クリエイティブライフ」
10/5/12 新潟県人材育成研究会
10/16/12 雪国観光圏講演
10/18/12 全国観光会議
10/19/12 蔦屋代官山トークショー 自遊人について
10/26/12 観光地域づくり人材育成研究
11/6/12 農業土木班長会勉強会 一言に中山間地といっても
11/20/12 おとぎの宿　米屋20周年記念イベント
12/1/12 篠山市農業まつり 篠山ブランド魅力を高めよう
12/20/12 島根県邑南町　カリスマ営業マン養成講座 地方発！消費者とのリアルなコミュニケーションの拠点づくり
2/1/13 蔦屋代官山トークショー 日本の伝統的な発酵食を見直そう
3/6/13 三条商工会議所交通・運輸部会経営者セミナー 地方の魅力を生かす方法とPRについて�雪国A級グルメへの取り組

み�
3/22/13 島根県「第２回水稲有機栽培技術交流セミナー」 農産物の付加価値と販路
4/11/13 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザ

イン専攻
食と空間設計

4/11/13 やじうま広報塾 「伝える。」ということ
4/24/13 田舎暮らしの素晴らしさ 田舎暮らしの素晴らしさ
4/25/13 エデナ坂戸トークイベント 心と体が"喜ぶ”食事
5/14/13 新潟DCキャンペーン宣伝会議 “彩とりどりの春”の魅力
6/1/13 新潟薬科大メディアキャンパス開設記念市民講座 食こそ健康の源
6/24/13 たんトモミーティング 地方で「食」にまつわる商売をし続けること
7/2/13 宿研キズナサミット2013 3,000以上の宿を訪ねてわかったこれからの宿屋がすべき行動変革
8/28/13 佐藤塾	  in	  赤倉観光ホテル 自遊人について
9/24/13 市民のための環境公開講座 サプリも薬もいらない！？見直そう！日本の伝統食
9/27/13 クオーターバックエキスポ2013 自遊人について
10/16/13 代官山蔦屋トークショー 『自遊人』編集長・岩佐十良が語る、これからの「旅館」の行方。
2013.10.25�26 新潟県観光協会モニターツアー
11/8/13 食生活推進委員会講演
11/12/13 第29回雪シンポジウムinうおぬま 上昇スパイラルをつくろう！雪国の食文化を活かした地域づくり
11/26/13 αクラブセミナー座談会 自遊人の経営について
11/29/13 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科シンポジウム ライフスタイルとものづくり
12/18/13 関西人のための新潟のええとこ・うまいもんゼミナー

ル
風は新潟から�本物の食品を求めて�

2/23/14 佐渡農業振興大会 「食」のブランド化による農業と観光の連携
3/8/14 邑南町セミナー A級グルメによるまちづくり
4/15/14 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザ

イン専攻講義
食空間とデザイン

6/12/14 ウィズガスクラブトークセッション 超高齢化社会をむかえて、これからの住まいと未来像
6/26/14 リクルートライフスタイル編集勉強会 カスタマーに支持される雑誌の作り方�読者視点に立った徹底取材�

7/22/14 事業創造大学講座 米つぶひとつがメディアになる
7/23/14 総合生協グループ虹の会の通常総会 地域活性と農産物のブランド化
7/27/14 戸沢中スーパー食育スクール講演会 食育を通じた人間形成
9/11/14 変革プロジェクト実践研修 地域活性
9/19/14 インフォコム講演＠里山十帖 自遊人について
10/8/14 関西人のための「新潟のええとこ・うまいもんゼミナ

ール」 おそるべし！新潟の温泉と食
11/2/14 湯沢町ふれあい福祉健康フェスティバル 南魚沼からの食の発信
11/6/14 経営者セミナー 地域の魅力の再発見
11/13/14 北陸ブロック農業青年会議 高く売るためのブランドのつくりかた�志は高く、マーケットは自

分で切り開く�
11/21/14 新潟県砂友会 茄子づくしで１泊2食3万円、新潟の魅力。



11/25/14 食の新潟国際賞財団講演 農産物の付加価値作りとブランディングについて
11/28/14 インテリアライフスタイルリビング　 地方のリノベーションとおもてなし「里山十帖」という新ステイ・

スタイル
11/29/14 ロングステイフェア2014 日本という選択肢
12/11/14 平成２６年度地域力活用新事業∞プロジェクト「人材

育成事業」
雪国A級グルメから日本A級グルメへ　�連携がはじまりつつあるA
級グルメプロジェクト�

1/9/15 立教大学湘南キャンパス井門ゼミ講師 里山十帖
2/17/15 食のおもてなし講座 食のおもてなし　雪国A級グルメの取り組みから学ぶ
2/24/15 新潟観光人材育成セミナー 食のおもてなし　雪国A級グルメの取り組みから学ぶ
3/14/15 南魚沼市コンテンツツーリズム推進協議会特別講演会

＋パネルディスカッション 里山十帖というイノベーション
3/18/15 三条商工会議所交通・運輸部会経営者セミナー 里山十帖

～なすで1泊2食三万円！？新潟の隠れ資産～
5/11/15 NPO魚沼創造講演 編集者から見た魚沼の可能性とおもてなしの心
5/16/15 丸の内朝大学 【フィールドワーク①】「雪国A級グルメ」を予習する夜大学
5/18/15 第2回	  東西シンポジウム「お米の力」 お米の力
6/1/15 武蔵野美術大学課外講座 「食]から始まるデザイン
6/3/15 県央地区環境保全協議会総会 里山十帖

～なすで1泊2食三万円！？新潟の隠れ資産～
6/3/15 高橋いわお・明るい将来の湯沢町を語る会 観光地としての雪国湯沢町の魅力について
6/11/15 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザ

イン専攻講義
「食」空間の企画とデザイン

2015年6月27日�28日 丸の内朝大学フィールドワーク 【フィールドワーク②】いざ！ひと味違うA級温泉旅へ
7/11/15 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザ

イン専攻講義
「食」空間の企画とデザイン

7/24/15 カルチャービジョンサミット 里山十帖
8/10/15 SYワークス 里山十帖
8/27/15 全国展開支援事業観光プラン事業推進委員会
8/30/15 ニューツーリズム・インバウンド観光推進フォーラム
9/16/15 GOOD	  DESIGN	  BEST	  100とその未来	  vol.6	  

里山十帖に学ぶサステナブルなビジネスの創り方	  
�デザイン的思考と共創のストーリー戦略�

10/18/15 新潟日報みらい大学公開講座 移住者からみた中山間地の魅力と可能性
10/21/15 コンシェルジュ協会 地域を盛り上げるデザイン的思考とイノベーション
10/24/15 リアルオプション学会講演 デザイン的思考とイノベーション
10/30/15 日経懇話会30周年 新潟の観光、その潜在力を探る。
11/6/15 邑南町野菜ワーキング会議
11/7/15 邑南町オーガニックガーデン講座 商品のブランド化について
11/12/15 タナベ経営講座 地域を盛り上げるデザイン的思考とイノベーション
11/20/15 第10回企業イノベーションセミナー 地域を盛り上げるデザイン的思考とイノベーション
11/21/15 にいがたまちづくり学会公開講座 デザイン的思考とイノベーション
11/24/15 魚沼森林組合講座 デザイン的思考とイノベーション
12/10/15 雪国観光圏地域作りマネージャー研修 デザイン的思考とイノベーション
12/14/15 新潟県人材育成研修 デザイン的思考とイノベーション


