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消費社会に依存せず、自給を試みながら助け合って暮らすライフスタイルへ。

トランジション夏フェス 2012 in 南阿蘇 8/25(土),26(日) 開催
今、地域で食やエネルギーの自給を試みながら、お互いに助け
合う暮らしへの移行が日本中で起こり始めています。私たちは
それをイギリスで生まれ、世界に広がるムーブメント「トラン
ジションタウン＝移行するまち」の趣旨と共鳴するものと捉え
ています。
トランジションタウンの考え方の根底にあるのは、足もとから
地球と調和した暮らしをつくっていこうという思い。そして、
お金やもので得られる幸せを求めてどこかに出かけるのではな
く、今住んでいる場所のすばらしさを再発見し、そこを世界の
中心として生きていこうという地域への愛。
自分だけの幸せ求める心を卒業して、環境との調和をはかりな
がら地域全体の幸福度を高め、世界の中心を「中央」から「地
方」へと移行させていく活動なのです。
この「トランジションタウン」に取り組む人達が全国から集う
イベントを、阿蘇群高森町にある民衆の学校「阿蘇フォークス
クール」で開催します。
来たる 8 月 25 日（土）は全国でトランジションを試みる人達
が集まってお互いにつながり、またノウハウなどを共有する全
国ミーティングとライブを開催します。
8 月 26 日（日）は「ちいさなマルシェフェスティバル」として、
トークセッションやライブ、フリーマーケット、活動紹介など、
にぎやかに交流の環を広げていきます。エネルギー自給のコンテストや阿蘇水害報告、田舎暮らしのノウハウ共有も
あります。
人と自然と、そして九州を愛する人達が集うこのイベント。「九州で生まれつつある新しいうねり」としてぜひご取
材たまわれば幸いです。
＊トランジションタウンの取り組みは、NHK の番組「“自給力”～食とエネルギーを自給する暮らしの可能性～」
でも紹介されています（2011 年 10 月 17 日（月）放送）。

【入場料】

各日 お１人１０００円／日（どこから参加しても同じ金額です）
中学生以下 無料
高校生・大学生５００円
【参加お申し込み】
http://tt.aso3.org
【詳細】

http://tt-minamiaso.blogspot.jp/

【お問い合わせ 連絡先】 tt2012@aso3.org
080-6512-0096（吉田）
【主催】トランジション夏フェス実行委員会 トランジションタウン南阿蘇

＝＝＝＝以下詳細＝＝＝＝
【期日】 2012 年８月 25 日（土）
、26 日（日）
【入場料】
各日 お１人１０００円／日（どこから参加しても同じ金額です）
中学生以下 無料
高校生・大学生５００円
【場所】阿蘇フォークスクール
【参加お申し込み】
http://tt.aso3.org
【詳細】
http://tt-minamiaso.blogspot.jp/
【お問い合わせ 連絡先】 tt2012@aso3.org
080-6512-0096（吉田）
【主催】トランジション夏フェス実行委員会 トランジションタウン南阿蘇
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やってきた！トランジション夏フェス

&

All TT(トランジションタウン) Meeting

＠南阿蘇
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自分たちの足もとから
地球と調和した暮らしをクリエイトするムーブメント
トランジションタウン
年にいちどのおまつりが 南阿蘇にやってきます
311 以降 各地でさらに急速に広がった トランジションタウン
全国のみんなと 九州で大地に根付いた暮らしを始めたみんなと
つながり 唄い 踊りながら
手をつないで つくっていこう
夏の阿蘇で 暮らしのワクワクを
【日時】
【場所】

分かち合おう

8 月 25 日（土）26 日（日）
27（月）オプショナルツアー
阿蘇フォークスクール
交通は以下をご参照

【２５日（土）
】会場：阿蘇フォークスクール

交流センター

12 時 開場、受付開始
13 時～ All TT Meeting
～いまいちばん大切にしていることは何ですか～
・映画「In Transition2.0」上映会
・各地の紹介
・テーマごとにつながりあい（エネルギー 311 後 食と農など）
参加予定 TT： 藤野 小金井 さぬき したまち 鎌倉 大阪 京都 霧島
・三好東曜ジャンベ WS
16:30
温泉＆夕食タイム
＜夕食＞
出店：
ヒマラヤ食堂
ジャイマーショップ
スリランカカレー
ゆうこのタイカレー
TT ビアガーデン
18:15

（”お外でホーロー薪風呂”あります！）

Live。会場：阿蘇フォークスクール

芝生（雨天時は

体育館）

（予定）
三好東曜＆オーディエンス（アフリカンダンス）
OtoRavi （ギター＆ウクレレ）
PIKALE☆ （ギター、アカペラ）http://blog.goo.ne.jp/pikale2277
星野ゆか
（ピアノ）http://yukahoshino.net/

青島

南阿蘇

etc.....

木村紀子 and more（ベリーダンス）
火の鳥ワールドミュージックオーケストラ
（ジャンベ＆ワールドミュージックセッション）
Takao Suzuki

（ライブペインティング）

21:30 終了（予定）
＊５００円でフォークスクールに宿泊できます（寝袋持参
その他宿泊 たにやま １３００円 090-3605-8737

テントも OK)

21:30～ TTBar 開店＠木の珈舎
＊お酒を飲んだら車の運転はなしヨ（寝袋持参でフォークスクール宿泊￥５００）

【26 日（日）】
トランジション☆マルシェフェスティバル
会場：阿蘇フォークスクール 芝生（雨天時は

体育館）

全国から集まったトランジションの仲間たちのブースと
九州のみんなのマルシェがドッキング
目からウロコの暮らしの知恵と 美味しい食べ物
各地でひろがるクリエイティブなムーブメント
芝生の上で いっぱいつながってください
☆朝メニュー
７時～
・根子岳ヤッホーコース
・ポニーにごはんをあげにいくよ
・朝の瞑想 WS
☆ タイムスケジュール（予定）
9:00
Start 始まりのご挨拶 初日のご報告等
9:30
Live
なっち クリスタルボウル
10:00 トーク「暮らしは芸術だ！」三枝泰之さん（Genesis 起源展）
、フォークスクール古賀
10:30
LIve
成田千穂
11:00 トーク「ゼロから始める 田舎でのグラウンディング」阿蘇 木内農園の木内さん 山口次郎
種の交換タイム（My seed お持ちください）
12:00 ランチタイム
オープンマイク
マジック ガーリック Jr.
13:00 エネルギー対談！「電気つくれます」
・各地での”エネルギーつくるへらす”のご紹介
出演／藤野電力 池辺潤一さん、 ワンゲイン株式会社
14:00 Live PIKALE☆
14:30 「山を守る 森を守る」
阿蘇 やまもり部
山部博典さん（あすなろ企画理事

NPO 法人 ふる里創生

林輝さん 、たねまきハウス、澤田けいこ

理事）＆阿蘇やまもり部

15:00 ファイナル
三好東曜ジャンベ+山童＋火の鳥ワールドミュージックオーケストラ
終わりのご挨拶
16:00 オプショナルツアーのご説明

☆出店予定
（ごはん）
たにやま
木の珈舎
とぅから家
ヒマラヤ食堂
風流
トランジションタウン大阪のキムさんのチジミ
ゆうこのタイカレー
トランジションタウン南阿蘇お野菜美味しいブース
（体験）
山田さんの革細工
本田師匠の竹細工
（雑貨）
ルナティカナパのヘンプ、オーガニックコットンの洋服（トランジションタウンさぬき）
美緑こふれ
結び屋
PEACE MAN STYLE
cibcaban & sernya
（アート・ヒーリング）
水口麿紀 工房ミルトス http://mirutos.info/
キネシオロジー 檸檬の木
アースボディー
さちさんの足つぼマッサージ
なっちのクリスタルボール
三好東曜ジャンベ WS
（トランジションタウン）
森のようちえん
藤野電力
阿蘇やまもり部
阿蘇フォークスクール etc...
くるくるコーナー（交換したい不要品をご持参ください）
その他出店者募集中☆

【２７日（月）
】
夏フェスオプショナルツアー（料金

実費

ガソリン代の割り勘を予定 300 円程度か）

９時に集合～チーム分け～出発
・TT セルフビルドハウス 見学ツアー
・阿蘇名所めぐり

【宿泊ご案内】
・阿蘇フォークスクール 一泊５００円（テント等は持参）
・たにやまさん 一泊１５００円（要予約） 090-3605-8737

【交通案内】
★地図（高森駅～会場詳細まで）
http://tt.aso3.org/map.html
阿蘇フォークスクール
http://asofolkschool.eco.to/access/index.html

お車の場合
熊本県阿蘇郡高森町上色見１３９０?１
http://ht.ly/d6SRa
バスの場合
快速たかもり号で 阿蘇くまもと空港
10:34 発 高森中央
11:29 着
高森駅から色見環状線（色見経由） でフォークスクール入口下車 12:31 発

の場合

12：57 着

レンタカーの場合（事前のご連絡をお勧めします。
）
バジェットレンタカー・南阿蘇取次店
熊本県阿蘇郡高森町大字高森 1537-2(高森駅内)
0967-62-1219

【参加お申し込み】
こちらのお申し込みフォームより
http://tt.aso3.org

お申し込みください

【問い合わせ 連絡先】
tt2012@aso3.org
080-6512-0096（吉田）
【主催】
トランジション夏フェス実行委員会
トランジションタウン南阿蘇
http://tt-minamiaso.blogspot.jp/

【補足：出演者プロフィール 一部】
●三枝 泰之
崇城大教授。1958 年生まれ。
和光大学人文学部芸術学科専攻科修了．1986 年よりデザイン事務所
「Drawing Sense
LUNACY」設立・主宰．現代音楽、舞踏、能、演劇、パフォーマンス等、舞台広告を多数手がける．自らも海
外（フランス・カナダ等）でインスタレーションを発表．
www.sojo-u.ac.jp/research/docs/488/141-saegusa.pdf

●木之内均
木之内均さんが代表取締役を務める『木之内農園』があるのは、阿蘇の山々に囲まれた、熊本県長陽村。が、
木之内さんが生まれたのは、神奈川県川崎市だといいます。どうしてふるさとを遠く離れた熊本で、農業をやる
ことになったのでしょうか？「私は、スモッグのために生後 3 カ月で喘息をわずらいました。で、両親が心配し、
当時はまだ自然が多く、空気もきれいだった町田市に転居。野山を駆け回るうちに動植物に興味を抱き、農場主
になりたい、という夢を持つようになりました」熊本を選んだのは？「私の進んだ東海大学農学部が熊本にあっ
たんですね。農業をやるつもりなら、どこに行こうと、土地なしコネなしのスタートになるわけですから、じゃ、
ここでやってみよう、と思ったんです」

●山部 博典 （やまべ ひろふみ） NPO 法人 ふる里創生 理事
1949 年阿蘇市一ノ宮町生まれ。阿蘇中部森林組合の作業班長を経て、現在林業施行会社あすなろ企画を担う。
30 年以上の林業経験から阿蘇の山林状況を誰よりも知りつくし、
早くから阿蘇全体を里山に戻す方法論を提唱。
今回の災害で自身も被災者となり、地域の復興の為に奮闘している。

●三好東曜（みよしとうよう）
香川県出身。パーカッション奏者。イベントプロデューサー。
アフロ☆タイコ?楽部主催。2002 年渡航したギニアで村人全員を一体に繋げるジェンベの祭りに大感動。依頼、
ジェンベのお祭りを世界各地で行っている。3.11 以降、拠点を葉山から故郷の香川に移し、「ありがとうよう＆
お祭りハッピーズ」等で演奏活動中。
http://ameble.jp/afrotaiko/

●火の鳥オーケストラ
創生していく阿蘇の火山に、大地の再生に、火をともしていく神話の鳥・火の鳥にあやかり音楽を共鳴していく。
むげんのひろがり。むげんの自由。南阿蘇を拠点とし子供からお年寄りまで巻き込んで活動中。

●PIKALE☆
幼少から浄土真宗の寺に両親に預けられ物心つく頃から soul singer の兄の影響でブラックミュージックから
音楽をいつしか愛するようになったが
日々お経を唱える毎日であった。
成人してから寺を出てひとり
吉野、天河、熊野、諏訪、九州天の岩戸など約２年間 日本の聖地そして愛のガンダーラ印度を巡りながら
自然の中 野宿をしつつも大きな声をだし唄うことに
喜びを覚えてゆく
震災後熊本県に拠点を移し
大地に根ずくグラウンディングの
学びのため
一年間の活動休止をへて
再び唄い始める

●なっち☆（那須由起子）
鳥取県出身大阪在住。生まれつき音のない世界で生きる。
「聾唖（ろうあ）
」という聴覚障がいを持つが故、
仕事やコミュニケーションに対する矛盾を感じ、障がいを持っていても関係なく、自分らしく自分の能力を最大
限に活かせる仕事を模索。
2009 年セドナでホピの予言の岩を見て、
ホピの長老から話を聞き、これからの未来を考える。
フェニックス在住のヒーラーから、クリスタルで出来た楽器「
クリスタルボウル」のメッセージを頂き、クリスタルボウルと出逢い、2010 年クリスタルボウル奏者として独
立する。
現在は「Infinity Love」を主宰し、クリスタルボウル演奏家の他に「
なっちゃんの手話レッスン♪」を開設し、クリスタルボウルや手話を通じて、枠を超えた色んな人との繋がりを
繋げている。
http://ameblo.jp/nanairo-wind

●星野ゆか
４歳よりピアノをはじめる。桐朋学園演劇科を卒業、円演劇集団を経て劇団民藝に。
様々なスタイルのパフォーマンスを通して活動。
演劇と並行して「人と人、人と地球の持続可能な共生＝LiveTogether」をキーワードに
うたや朗読の Live を各地で開催。やわらかく魂にひびくうたに深い共感が広がる。

同時にアースデイ Tokyo、WORLD PEACE NOW など NGO 活動の MC をつとめ
渋谷 FM の番組「4GLOBAL PE＠CE」のパーソナリティーを担当。
合同出版社刊「全国お郷ことば・憲法九条」制作に参加。
2006 年長女、2011 年次女を自宅にて出産。
2011 年 12 月、オリジナル曲を高橋全、下館直樹、Percussion 花と共演した CD「on this planet」をリリース。
現在、地球とのつながりをとりもどす暮らしを阿蘇で実践中。
http://yukahoshino.net/

