石巻 STAND UP WEEK 2014
40 を超える充実したコンテンツ内容がいよいよ決定！
７月 25 日〜８月１日 ( 全８日間 )

開催！
開催事務局

７月 25 日から宮城県石巻市にて ISHINOMAKI2.0( 代表理事：松村豪太 ) 主催により開催する石巻
STAND UP WEEK2014。
STAND UP WEEK とは世界中からクリエイティブなアイデアと知恵を持ち寄り、石巻の街を外へ
開き、人と人をつなぎ、みんなを巻き込んで作るまちの見本市です。いよいよ 2014 年度の開催内
容が決定しました。食の魅力が堪能できる石巻夕凪ダイニングや、石巻の自然を体験するポタリン
グ牡鹿や最新のプロジェクションマッピング、石巻のまちなかでまちの達人に職を教わる等、40 も
の多彩なコンテンツがまちなかで繰り広げられます。是非この機会に、今まで石巻を訪れたことが
ある人も、まだ訪れたことがない人も新しい石巻を体験して下さい。石巻だけの、この夏にしか経
験できない魅力がたくさん詰まっています。

とは
石巻をバージョンアップしたい。震災の前の街に戻すのではなく、新しい未来を作りたい。
被災した店の二階に集まった有志たちの思いから、ISHINOMAKI 2.0( 代表理事：松村豪太 ) は生まれました。
合言葉は、
「世界で一番面白い街を作ろう」。街を開き、世界中からアイデアや才能や知恵や経験を集め、人と人を
つなげ、巻き込み、未来を作る。古いしがらみは断ち切り、世代や立場を超えて、誰もが主役の未来を作る。プロ
ジェクトや場所やメディアを融合させて、楽しく、遊ぶように未来を作る。ISHINOMAKI 2.0 とは、組織の名前
というよりも、そんな考え方の名前なのです。それは、ちょっとした革命のようなものかもしれません。
ここで生まれた未来のプロトタイプは、ほかの多くの街の役にも立つ。そう信じています。
石巻を世界で一番面白い街にする革命。あなたも参加しませんか。

屋外でゆっくり映画を楽しもう！
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石巻発ストリートカルチャーを楽しもう！

まちなかで1日だけの本屋さんごっこを楽しもう！
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カヌーでいつもと違う景色を体験しよう！
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石巻女子高生のニュールックを見に行こう！
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ȶȤɳǤǬɕȡɃȷɧɳǙ૮ࡸǦȘɕȡɃȷɧɳȷɧĘȟЭۙǤȋǦÿघҌǸǑ
Ș౪݉ԂǷĥǘȜǑǑĥȟݯǰǬࠥǻ݄ǬǮÿ
ڷþ࣬Ҷ͔ఄǻࠥǻ݄ǬǮǼþଭǥȕǓǷٔǑϡǵบڊȗǻĲǘȜǑǑĳಔȟ
ࢲǸȋǵǰǳþĲূࢷĳǵǑǓ৫ࣲǻੈǸࢲȟǿǪȎǳȖǤǳǑȋǦÿ
GQFGLMK?IGEGPJ%q ǼǪȠǷบڊȗǻĲǘȜǑǑĳǭǞǴǼǷǜþݻಠȖǤǜ
ǏȘࠥǻ݄ǻĲǘȜǑǑĳ
þȌȠǷǵ࠻Ǥ͋ǓĲǘȜǑǑĳȟݯǰǬघҌǻࠥǻ
݄ǬǮǸඌǤǳȈǤǑǵ݉ǑǱǜȗȋǤǬÿ
ഺþǘǸڝȜǨǳĲݻಠĳȟͩǤǳऀǚǳǑȘࢷǬǮǸĲݻಠȖǤǜǏȘǠ
ǵǻశǤǢĳǸȏǓ͔ӢǲǑǳȈǤǑÿٛǚǷಔȟੇǳþ७ǻݻಠȟ̎Ǥǳ
ȈǤǑÿǪȠǷȟЩǢȠǸୋǞȘǬȎǸþGQFGLMK?IGEGPJ%q Ǽ়۳ǤȋǦÿ
Эۙă5  ר05  &  '
੍ǻಊă/181. 〜ýࡸ࠘ăต੮Ϭ֍ǻȤɈȦट
ඛǻಊă/78.. 〜ýࡸ࠘ă߇ɀɳȹɛĘɫ

子どもと一緒に思いっきり遊ぼう！
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浴衣を着てまちコンに行こう！
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まちなかでかっこいいダンサーに会いに行こう！
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萬画館で最新のプロジェクションマッピングを楽しもう！
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ライブと音楽を楽しみ、みんなで踊ろう！
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まちなかでアプリを使って陣取りゲームをしよう！

GlepcqqKccrsnGqfglmk_igPcrsplq

ɁĘɠǸȜǘșþȋǮǷǘǴɪȢɫࣂȗȲĘɠȟǦȘȹɞĘɈɕȩɳȢɗɪþ
ĲGlepcqqĦȤɳȰɬȹħĳȟЩǴќǤȌȋǦÿ࣬৩ඔȜǧȏ
ǙׂৗȟೆǸќǤȎȘܤϧֹȤəɳɈǴǦĆ

障がい者も高校生もみんなで楽しもう！
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音楽を奏でる不思議な遊具で遊ぼう！
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列車の中で鉄道と東北の未来を話そう & 考えよう！
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「ぐるぐるバス」で「石巻 STAND UP WEEK」に出かけよう！
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商店街の自慢の CM ソングを聞きに行こう！
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石巻の今と昔を知ろう！
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C+k_gj8gldm>gqfglmk_ig0,amk

石巻にいる達人に会いに行こう！

घҌǸǤǮȐǰǬᲨବӋЌ

Ĳਅࢷĳǵ؞ǽșȘ؍ǻࢷĕǙЭۙǦȘĲ͐ǻൕ௧֛ɗɭȰɩɠĳ
ÿࠑրஎǻȢȯȻȵɪĘ܂ȗȑࢰ݄ǴܤϧǴǚȘȱĘȭ܂ȗǷǶþ
घҌ͐ш࠘ȟЕࡸǸĲਅࢷĳǬǮǙ߁ȑିӹȟݯǮӓȗþ͐ǻൕȟǕǳǜșȘȤəɳɈǴǦÿ

石巻での仕事を一緒に考えよう！

ǑǤǻȋǚܷݨമ݆

घҌǻӋդĂݨդޤǵþ͐вǻњऀȑþǷǸǘέǤǬǑǵڃǕǳǑȘ͐вǻݨդޤǵǻɓȸɍȹɞɃɁɳȰȟڊǑþ؍Ӌդȅǻߐ
ȑ؍ǴǻȭɣɪȢֻࣶȟࢴǤȋǦÿघҌǻݨդޤǙݻಠǻܷݨȟ࡞ДǦȘɖĘȹǻ߾ȑþшݨդޤǙࢲݻǻܷݨǸǘǞȘ݉ǑǸҸǤ
ǳ࡞ДǤþ؍њऀǵɞɃɁɳȰǻӟЕǵǤǳњऀǵ͔ࠝǸȭɣɪȢֻࣶȟڃǕȘɯĘȯȷɧɃɗȟڊǑȋǦÿǴȏܤϧǴǚȋǦÿ
Эۙă5  ר05  &  'ýݰҶă/18..|/58.. ࡸ࠘ăȢȤɈɔȢɛĘɫ & घҌ݆ੈρ 0+5+1'ý

雄勝で自然生活を学ぼう！
࠭ݻख़؋ȭɣɳɗ
࣬ШૈǷҤՉѪବϬǻੈᐅ͔ٞǢȠþอซԤϬǻഫૢසД
ǢȠǵ࠭ǴȭɣɳɗĆ
ܥǵЦǙǱǷǙȘǘǷݻख़ȟಇ৪ǸசդȑԷդȟ؋ÿߍ
ёǤǬඞۮȑԹЯ์ǼȯɪȨȤɆȣɖߦਦ ep_dǙɇȶȤɳǤ
ǬɭȱɃɈȹɈĘɖǵ௧ૣǷǶȟܺǰǳอซǤǳȆȘǠ
ǵǙǴǚȋǦĆ 7. உǻඊনޛٱǴ /0 உॖǸٱǸǷǰ
Ǭ࠭੮ตԪ֦ౣ࠺њٱǻฐܥȑٱભȟܺǰǳȭɣɳɗǤȋ
ǦÿߗڷǸǼǠǶȏਅǙǻȀǻȀǵළȀĂњȃ߷ோĂͣݎ
धǵǤǳȪĘɗɳપǴǦÿ
ࢣȑЦȟಇ৪ǸϪԗȌǻ݉Ǒ߾ȟ܂ȗȋǨȠǘą
Эۙă5  ר04  &  '|5  ר05  &  '
ࡸ࠘ă࠭੮ตԪ֦ౣ࠺њٱ

ほやをかぶって一緒にパレードに参加しよう！

ȈȑǘȃȗЗঁڊ

घҌǻ൮ЦܬಞǻȈȑÿǪǻȈȑȟɢɁĘɕǸǤǬĲȈȑǘȃȗĳ
Ħ৫ุǻोħȟࢲǸȋǵǰǬघҌǻǠǶȏǬǮǙþ୨ȗࢪޢ೨৫୨ځ
͢ǚ৫ЕɈĘɊɡɳɈषǻ୴ȑǘǤǵǤǳþ߾ؕǤȋǦÿ
Эۙă5  ר1/  & ඊ '//8..|

まちで防災を学ぼう！

घҌഛۦњٱ

ൔॣරǻధдȟȏǬȖǤǬଊമ৫ࢶۦÿڷЗǻۦдǴഛۦՑ͑ǻ߳ࣵǙТȎǳඌǢșȋǤǬÿ
ϣǘǏǰǬݰǸǼݻಠǻࢲǼݻಠǴȘǠǵȑþۦдՑ֫ǵǤǳࡁǤ߅ǞǑǴǑǜǬȎǸȏĲഛۦĳǸǱǑǳధۦþघҌǴڃǕǳȌȋǨ
Ƞǘąޒ۱ǸघҌధۦ͐ȟೖǑǬȗþధޤۦǻ؋ਮȟಭǑǬࡱǴþధۦǤǬݰȟঁપǤǬ؋ֹɯĘȯȷɧɃɗȟڊǑȋǦÿ
Эۙă5  ר06 Ħרħ/.ă.. 〜 /5ă..ýࡸ࠘ăघҌ݆ధۦ͐ýߦ࠘ࡸڝăघҌΞý

お茶っこしながら熱狂顧客のつくり方について学ぼう！

ĲǗǰǠȻɟɊĘĳஈՔشԐǻǱǜȗೱ

ĲࢷǙߦȋȘĳ
ĲǗԐǙߦȋȘĳлǲǜȗǵǼąߦԐǙǴǚǳþாࡱȟࡱǟȘǗǵǼą
ࠟचĲஈՔشԐǻǱǜȗೱĳ
ĦG@A ɑɖɪɃȷɳȰħǻ৬ 3 ࡛ĴಒՙȅǻঁǑǙߦǓघҌ 0,. ǻ੩षĵǴȗࡱǟǬþ
ĲಒՙɐĘĳ
ĲGqfglmk_ig0,.ĳ
Ĳ
ຌȭɃɁɳĳǻݨ๏ȏڃܤǸþȤɳȿĘɍɃɈĦɛĘɠɚĘȸþȽĘȷɣɫɡɇȣȢħѪෟǤǬߦԐǻӐ३ǘȖþɪɔĘȿȟએȌþ؟પԐ
ȟฑǢǷǑĲஈՔشԐǻǱǜȗೱĳȟЩǢȠǵ͔ࠝǸњȠǴǑǚȋǦÿ
ࡸ࠘ăຌȭɃɁɳ & घҌ݆ต੮ 0+5+04'

漁師の生活に触れよう！

ǗǤǘൡோ

イシノマキから噂を発信しよう！
ǓȜǢǻȤȷɎɞȭ

घҌǻౣǸǑǚþԷ݇ǻȖǤȑౣǻݻख़ǸșȘǠǵǴþघҌǻ

ȢĘɆȣȹɈܥമ͔ڂຄǸȕȘþǓȜǢɐɃȸȟȳɟɥɋȱĘ

ൕȟ؋ǴǚȘ߷ோ؋ӋЌǴǦÿȋǮǷǘǭǞǴǼǷǑघҌǻ

ȷɧɳɄĘɫǵǤǳȋǮǻЩǢȠǸவÿ

ൕȟ়ಠǸȜǕȋǦÿ

ݻಠǻٛǚǷǓȜǢȟॐȀþࢩޜȟܕΌÿǪǻɝȹȿĘǙȋǮ

Эۙă5  ר04  &  '|5  ר05  &  'Ƒோƒý

ǷǘǸׁݸǢșþȋǮȟǸǛȑǘǸǦȘӋЌÿ

ࡸ࠘ăϘ௶ݿଅ

まちの人のお仕事に会いに行こう！

ܷݨȌǮࣈҵ

घҌǻऀٱژǻĲ࣬ǻੈǸǶȠǷܷݨǙǏȘǻǘਰȗǬǑĳ
Ĳٛӑ࢞ȑॵনȟളǚǬǑĳ
ĲǑȚȠǷࢷǻڃǕೱǵșڝǰǳҖǤǬǑĆĳ
ǵǑǓऄǘȖऀȋșǬĲܷݨȌǮࣈҵĳ
ÿࠃڷЭۙǤǬǠǻɗɭȰɩɠȟþQR?LBSNUCCI ɐĘȸɧɳǸȢɬɳȸĆڷЗǼþȤəɳɈੈǸ߾
ЕǓෛĕǷࢷǸȤɳȿɓɥĘȟǗǠǷǑþ
ĲܷݨĳǸȋǱȜȘຍȟಭǚ߾ǤȋǦÿǪǤǳþޒ۱ǸǪǻࢷǻѪବࡸ࠘ȟǺþ݉ǰǳȏȌǷǘǰ
Ǭܷݨǻؕࡸȏ؋Ć߾ЕǰǬࢷĕǻࢩޜǵؘǼȪɪȸɊɫǻĲࣈҵĳǸȋǵȎþۛؽǸǼࣈҵȟǱǘǰǬȲĘɠȟڃǕǬȗþݸ௧Е
ȟЭǚȋǦÿ

石巻の歴史を講談師さんから楽しく聞こう！

ૢրකǻڌਮLgefr0ý〜शЭǚ۫ȗೈ〜

࣏ݳٟݨǸȕǰǳघҌȟԝǰǬǵؘȜșǳǑȘशীঽರΘǵǼþ͔ǶȠǷࢷಞǴǏǰǬǻǘÿǪǤǳþܢஉষǞǳǗܤȗǦșǽ͔ऀǗվǸ
ڸȖǷǑǵǕȖșǳǑȘվϾܥϏվࢪޢǻຍǷǶþघҌȓǘȗǻܽಞلȟࠗజǤȋǦĆڌਮȟਰȖǷǑೱǸȏǗќǤȌǑǬǭǞȘු
ǵǷǰǳǗȗȋǦÿЩǢȋǻǡࡸȟ࢞ȕȗǗǮǤǳǗȗȋǦĆ
Эۙă5  ר04 Ħħ/7ă..~

「石巻 STAND UP WEEK 2014」を知ろう！

ĲघҌQR?LBSNUCCI0./2ĳȟਰȚǓĆ

घҌΞȟڕȗǬȖþघҌ݆ජ࠘ƑЮǻĲǑǤǻȋŖȭɃɁɳĳȅÿ
ĲघҌ QR?LBSNUCCI0./2ĳǻࣈȑȤəɳɈුþɁɩȷǷǶȟڦਰǦȘȳĘɊĘȟधਸǤȋǦÿĦ/2ă1.ĝ/6ă1. Ǽอԗ࠘׀ǵǤ
ǳȏЭħȫɕȧȏǏȘǻǴþ࣏߾ǤᒺᓇȑऀǻɟɳɈǙǬǰȄȗǻɟɳɈȹȫɃȷɥǷǶþੜஅǸǱǜǰǬɉɪɳȯȏǗќǤȌǜǭǢǑÿ
ǲǜȗǻĤஹȷɭɃɗĥȑඳǤǑҥǢǻ 

ȟǘǞǬĶǡǮǪǓǘǚķǼڷஉǻȤɁȪȷǴǦĆ

音と光を空間で体感しよう！

`pc_rfĦ؞ԙħě pcqml_lacĦՂ൴ħ

0../ உǸ௧ǢșǬ JgjwAfms+Afms ǻȢɫɐɠĴ؞ԙĵǻɞɫɁɈɩɃȯȟ /. ࣞஉǬڷǿȏЖǚĲՂ൴ĳȟɆĘɞǸþ࠺฿ಆܽþ
Q_jws ǵɩȤȾɞɆȣȯȹǸȕȘȤɳȿɩȯɆȣɖࣵȟݯǰǬ֑Ҷί߾ǵՂǸþޒ؋ૈϟ֑ҶȟॵȗǏǟȘÿ
ЭۙӜҶă5  ר03 Ħվħ〜 6  ר/ Ħվħ
ࡸ࠘ăԚࡷघҌ݆ੈρ 0+2+/5ĦȢȤɈɔȢઌȗþԪశුތȹɑɃȷɥħ

まちなかの建物の魅力を再発見しよう！

ɪɎəĘȷɧɳȷɳɝȸȦɠଊഞglघҌ

״ǵȋǮȟۚऀǦȘĲǤǜȌǵೱĳǸǱǑǳؕࡸǴڃǕȘĲFC?B ԤЕɪɎəĘȷɧɳĂȷɳɝȸȦɠĳÿ
ǠșȋǴ৫۹þݫݿଅþय৪ěֻܥþഞցߑþվ৸ǵш͐Ǵþ͐ǻਖǑǵ͔ࠝǸǪǻЁ৮ȑϨࣵǸǱǑǳلȗڝǰǳǚȋǤǬÿڷЗǼþ
ಒՙǸȍǞǳବǚ߾ǪǓǵǤǳǑȘघҌǻлǻੈǴþൔǸǱǷǙȘлǻൕȟȏǓ͔ਗǤ߾Ǥþ؝ǑಞשȟǶǻȕǓǸѪෟǤþлǻൕ
ǲǜȗǸǱǷǟȘǘڃǕȋǦÿ
Эۙă5  ר04  &  '/18.. 〜 /58..ýࡸ࠘ăघҌ݆घҌੈρِൡһĦघҌ݆ຌǙԔ / ੜඌ 0+5ħ

こどもの未来について語り合おう！

݄ǶȏǻൔǲǜȗɕȩĘɩɠ

ݫĂऀ૪ǸǤþՑ͑ɕȩĘɩɠȑڌίЕȟઌǤǳþ݈ȟȏǰǳњߚȑѪବǸȗ८ȍǠǵǻাǢȟњǽǨþൔȟѪǚȘȟࣶ͑ǦȘǬȎþ
ෛĕǷ؋ȟǤǳǑȘघҌǻ৫ࢷǘȖຍȟಭǜɑɍɫɇȣȹȫɃȷɧɳȟЭۙǑǬǤȋǦÿ
Эۙă5  ר04  &  '/181.|ýࡸ࠘ăȢȤɈɔȢɛĘɫ & घҌ݆ੈρ 0+5+1'

金華山の話を聞きに行こう！
ԚࡷϘ௶ݿଅǻଊ୪ਞǸ౸ǘȃःþվϾܥÿߎ̷ 04ikĂژ
223k ǻǠǻଅǼþമଅǸஷȜșǬЦǻಬϡȑܥǻಬϡǙบșڴ
ȠǴǼङǤþӖ߳Ǹȏदȗ߳ǺȖșǳǚȋǤǬÿǻӫϕǸݺȟ
ֳǞþৃෛǷಬϡȟܨȗǽȎǳþվϾ࢘ܥՠȟǱǜȗǭǤǬਖǑǼ
ߒ؋ޤǵ؞ǽșȘࢷĕǴǤǬÿվϾܥǻߒ؋ଷǵ߾ЕǓęǪșǼþϘ
௶ݿଅǵվϾܥǸχǬȜȘंࢪಬϡǻ৫ढǷȏǻǸșȘǠǵÿǪș
ǼþվϾܥǻߒ؋ޤǬǮǙǶǻȕǓǸǤǳݻख़ǵٖǚڝǑþऀݒȟমǕþ
ൔȟഔǑǴǑǰǬǘȟਗȘǠǵǴǦÿȷɳɝȸȦɠĲվϾߒܥ؋ǵ
߾ЕǓĳǼþ݉ঁϬĂߏՑњޤǴǏȘੈ৸ࢡ͔ݓǸȕȘӐੴڌίǵɑ
ɍɫɇȣȹȫɃȷɧɳǴࣶٳǢșþ௶ؽǻɑɍɫɇȣȹȫɃȷɧɳǸ
Ǽੈ৸ݓǸϧǕվϾܥϏվޢࢪܥǻஃӷþඞୂ݈ݓǵ߾ͯܥܢǴ
ܥಐߒڊȟڊǓࣶ࣭ࣽݓȟǗטǕǤȋǦÿ1 உॖǻଊമ৫ࢶۦǸ
ȕȘࢽ৫ǷధдǙǏǰǬघҌǴþվϾܥǸൢȘЦǵܥǻߒ؋ଷȟЖ
ǜÿǪșǙؕ۳ȟऀǚȘݖǬǮǸþǠșǘȖూǷǠǵȟњȃǚǰǘ
ǞǵǷȘǠǵȟӊǰǳȑȌȋǨȠÿ
Эۙă5  ר1/  & ඊ '/581.ĝ/78..ý
ࡸ࠘ăǘȈǜɛĘɫĦघҌ݆ऱघ੮ 2−20घҌϳഞɓɫ / Юħ

ȷɳɝȸȦɠվϾܥǘȖǼǥȋȘ―Цǵܥǻߒ؋ଷĘ

自分の感情を色で表現しよう！

LMPGK?I ɗɭȸȧȯɈGQFGLMK?IGAmjmpDgefr

ĤڷǻघҌǸǼݻಠȟЖǴǚȘࡸ࠘ǙǷǑÿݻಠȟЖǤǬǑĆĥ
ǪȠǷঁǑȟֻǸǦȘǬȎǸȹȿĘɈǤǬ GQFGLMK?IGAmjmpDgefrÿ
౷ਬþ
њٱȑϬભǴ௧ӘǤǚșǷǑࣵÿǴȏ͔ࢷǿǵȗǻऄȟಭǞǽþ
ෛĕǷঁǑþৃෛǷࣵǙǏȂșȘǠǠघҌÿȏǰǵȏǰǵǬǜǢȠ
ǻϥਯұĦħǙ͖șǳȏีǑǻǴǼąௌǑಔȟੇǳȟଈǟڝǓǠ
ǵǴþݻಠǻҖࡼȟЖǦȘࡸ࠘ȟऀٱژ؍Ǚॵȗ߾ǤȋǦÿ
0./2 உघҌǻϪÿȟȃǱǞǳݻಠȟЖǤȕǓĆ
?pcwmspc_bwrmpcjc_qcwmspqcjd=
Эۙă6  ר/  & վ 'ý

まちに置く本棚をみんなで作ろう！ 石巻のモノづくりを見に行こう！ まちなかをレポートしよう！
घҌٟഎ

മǲǜȗɯĘȯȷɧɃɗ―घҌȋǮǻമȟ
ȋǮǥȒǓǸণȑǪǓɗɭȸȧȯɈ―

घҌǠǶȏࢡಭޢ
ĝǠǶȏӫޤþǬǭǑȋߦੈĝ

0./1 உǻϪǸघҌǻമٛǚǻǬȎǻǵǤ

лǻ৫ٟଷ֍ϔǴǏǰǬघҌٟഎǼ܆உǘȖɟ

घҌǠǶȏࢡಭޢǻǠǶȏӫޤǬǮǙþȹ

ǳȪĘɗɳǤǬĲघҌȋǮǻമĳÿ0 உඌȟט

ɩɎȵɭĘɍþɑɪǻɡȾɳȨȪɖȸȧþɉȤ

ȿɳɉȢɃɗȦȣĘȯǻൿෛȟ۴Ǥþಽࢡಭ

ǕȘڷஉǼþ࠲лǻǗȑݎधǻǮȔǰǵǤ

ɄǻȢɳɓȨɳɆþGDDR ǷǶ࣬Шੈǻࣞĕǻ

ȟࣶ܂ǤȋǦÿ

ǬȹɚĘȹǸȏമȟਸǚþ࠺ǢǷȋǮǻമ

ݸЕǸ߾ǤǳǚȋǤǬÿڷЗǼघҌٟഎǻǠ

ܤϧӕഐޤǸȏຝ࡛ǵӫޤȟ૭ǦǻǴþӫ

ȟ࠻ǤǲǱণȑǤǳǑǚȋǦÿୄݻɖɩɳɉǴ

șȋǴǵǠșǘȖǻɗɭɀȯɈȟԪघҌٟഎǻ

Ϭ֍ǷǶǻɗɭɀȯɈȟऀȌ߾ǦघҌٟഎǻҦ

ٟࡸǸǳݸਹǤȋǦÿघҌٟഎǻۛࢡ܂ǴǏ

ޤ؋ȏǴǚǮȐǑȋǦÿҐࣶǤǬಽࢡಭǼþ

ߒǻȏǵþമǲǜȗɯĘȯȷɧɗȟЭۙÿ

Ș Rmkáq?jmlqm ȑ Hsjg_lN_rrcpqml ǷǶǻࢡ

ǴȏܤϧǤअ܂ǦȘǠǵǙǴǚȋǦÿɯĘȯ

ǬǷɇȶȤɊĘǙǙǞǬࢡǬǷघҌٟഎǻअ
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石巻発アプリ開発に行こう！
ɇȸɎɞȭĸघҌɏɃȫȽɳ
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地元高校生が創り出すアリスの物語を五感で体験しよう！
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まちなかへの出店・移住を考えよう！
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石巻の料理人のフルコースを堪能しよう！
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石巻と全国の食のコラボレーションを楽しもう！
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まちなかの空き地でピクニックしよう！
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石巻と横浜の交流飲み会をしよう！
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日替わりマスターと語って飲み明かそう！
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オリジナルドリンクを自分たちで考え作ってみよう！
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食を通して空き地の活用を考えよう！
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CREDIT
名称：石巻 STAND UP WEEK 2014「未来作りの見本市」
開催期間：2014 年 7 月 25 日（金）〜8 月 1 日（金）全 8 日間
会場：石巻市中央

ほか

主催・企画制作：一般社団法人 ISHINOMAKI 2.0
最新情報は随時 Web サイトにてご覧いただけます。
www.ishinomaki2.com

共催 / 後援
・参加・連携企業 / 団体 / クリエイター
アイトピア商店街振興組合、飯田善彦建築工房／ Archiship Library&Café、いしのまき学校 チーム NORIMAK!、ISHINOMAKI GIRLʼ s、石巻市子どもセンター、石巻商工
会議所、石巻商工会議所青年部、石巻・手作り CM プロジェクト、石巻に恋しちゃった♡実行委員会、石巻 まちの本棚、石ノ森萬画館þ一般社団法人アーキエイド、一般社団
法人イトナブ石巻、一般社団法人 ap bank、一般社団法人石巻観光協会、一般社団法人キッズ・メディア・ステーション、一般社団法人こはく、一般社団法人はまのね、一般
社団法人ピースボート災害ボランティアセンター、一般社団法人 HEAD 研究会、イノベーション東北、失われた街復元模型プロジェクト、NPO 法人エティック、NPO 法人
コドモ・ワカモノまち ing、NPO 法人 にじいろクレヨン、NPO 法人日本冒険遊び場つくり協会、NPO 法人ひたかみ水の里、NPO 法人 ふくしま新文化創造委員会、NPO 法
人ボランティアインフォ、太田和美、かぎかっこ project、楽団ひとり、株式会社石巻工房、株式会社ジェイティービー、株式会社街づくりまんぼう、株式会社ライゾマティ
クス、かめ七呉服店、環境省、グーグル株式会社、グリーンドリンクス石巻実行委員会、ぐるぐる応援団、公益社団法人 sweet treat 311、子どものための石巻市民会議、伸
島雄一、四季彩食いまむら、シネマエール東北、島青志、松竹、世界で一番面白いまちをつくろう実行委員会、竹内久古、田辺銀冶、立町大通り商店街振興組合、地域復興住
宅ネットワーク、千葉学、東京工業大学真野研究室、東京ピクニッククラブ、中渓宏一、NIXON TOKYO JAPAN CO., LTD、ノガン株式会社 、ハーマンミラージャパン株式
会社、林屋呉服店、東日本旅客鉄道株式会社石巻駅、一箱本送り隊、日和キッチン、ビームス創造研究所、ファッション芸術専門学校 DOREME、復興バー銀座、古川真由子、
PHOTOMENTARY ( 株式会社ニコン 映像事業部 )、古里裕美、プロジェクト・ミチラボ、hope & home、堀田裕介、みちのくにょっきりフェスタ in 石巻実行委員会、みや
ぎ生協 文化会館アイトピア、森本千絵、ヤフー株式会社、山本耕一郎、わわプロジェクト、他・五十音順
・後援
石巻市、宮城県石巻市教育委員会、石巻かほく、石巻日日新聞
宮城県「みやぎ地域復興支援助成事業」

本リリースに関するお問い合わせ先

※コンテンツは変更する場合があります。ご了承ください。

・開催事務局

一般社団法人 ISHINOMAKI 2.0

〒986-0822

宮城県石巻市中央 2 丁目 10-2 新田屋ビル 1 階 IRORI 石巻

TEL : 0225-25-4953
担当：小泉瑛一 / 湯浅友絵

E-mail : info@ishinomaki2.com

HP : www.ishinomaki2.com

