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編集後記
先日、所沢にある角川武蔵野ミュージアムを、訪れた。松岡正剛館長の言葉が、展示の壁に『図書館・美術館・博物館を「まぜまぜ」に』
と書いてあり、最高に頭の良い偉い方が、難しい言葉を使わず、シンプルな言葉で、その場を解説していることに、とてつもなく心打たれ
た。しかも、僕はなぜか、「まぜこぜに」と勘違いしつづけ、ずっと頭にこびりつきながら、「まぜこぜ」について会話をしていた。今後、
あらゆる問いや解は、分別しない、より混ざり合った「まぜこぜ」にこそ、進みたい方向性があると感じているからだろう。ジャッジをし
ないで、出来るだけニュートラルな状態で、体験を肉体で受け入れ、一次情報に出来るだけ頭でなく、五感で触れて行きたい。今回、東
京駅のゼロエキポイントから、キーマンを通して、未来を感じ取っていく行為は、僕自身、とても楽しみだ。「だいじょうぶ。未来は元気
だよ。」とコロナ禍の中で、ドラえもんが、わかりやすくシンプルなメッセージを伝えてくれたように、HOME GROWN＝地域愛を育み、
世代を超えて、バトンを受け継ぎ、日々の暮らしの中から、明るい未来を作っていこう。1000年後をイメージしながら。　

加賀崎勝弘
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三郷市キーマン 酒井菜法による
One Day Temple 高応寺　　
①写経と御守りの会　
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埼玉県全63市町村キーマン展は、埼玉県内の各地域間の有機的な繋がりを生むため、ラグビーワールド
カップ2019をきっかけに生まれた熊谷圏オーガニックフェス2018内のひとつの企画である。埼玉県には、
63もの市町村が存在する（北海道、長野に次いで3位、市数は1位）。2年間、計4か月半をかけて、埼玉県
全域を取材し、選考基準に則り、埼玉県全63市町村から1人ずつキーマンを選定した。今回、キーマン展を
中心に、「ささやかで、ちいさなオーガニックフェス」として、数多くの鉄道路線の起点（ゼロキロポイント）
である東京駅の「スクエア ゼロ」にて開催される。日本全国、そして世界へ、47都道府県各地域の魅力を
発信し、新しい発見が生まれる場所となることを目指した新たなイベントスペースでの大型企画だ。なぜ、
東京駅なのか？東京と埼玉はもともと、「武蔵国」というひとつの国であった。埼玉県は、1871年に廃藩置
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埼玉県
全63市町村
マルシェバッグ
￥1,500

埼玉県
全63市町村の
キーマン［完全版］
￥500

久米繊維製 
国産オーガニック
コットンTシャツ
￥5,000

TALK トーク

HOME GROWN TV  
12/15  TUE 12/16  WED 12/17  THU 12/18  FRI 12/19  SAT 12/20  SUN

13：00

↓

HOME GROWN TALK特別番組

武蔵野とは？ 

東京と埼玉をつなぐ
埼玉のトリセツ 

地形と歴史から読み解く埼玉
高崎線沿線ブランディングと

HOME GROWN

埼玉県まちなかリノベ賞 連動企画 

埼玉のリノベーション
d design travel 

埼玉号発刊、その後

角川武蔵野ミュージアム 

熊谷 周三
昭文社

JR東日本 高崎支社 

高橋 亜紀（鴻巣市）
間室 みどり（吉見町）

藤村 龍至（建築家/RFA主宰） 

籾山 真人（株式会社リライト）
d design travel 

編集長 神藤 秀人

15：30 

↓

OPENING TALK HOME GROWN TALK

スクエア ゼロ 

東京駅から日本を発信する
キーマントーク② 

埼玉の食と経営
キーマントーク④ 

埼玉のお店とまち
キーマントーク⑥ 

埼玉の官民連携
キーマントーク⑧ 

埼玉のマーケット
キーマントーク⑨ 

埼玉の場づくり

鉄道会館
井上 和人（上尾市） 
神田 広人（蓮田市）

山崎 幸治（朝霞市） 
ザヒット ジャベイド（八潮市） 
田村 義明（鶴ヶ島市）

田端 将伸（草加市） 
畔上 順平（越谷市）

鈴木 美央（志木市） 
江澤 勇介（北本市）

酒井 菜法（三郷市） 
角田 テルノ（所沢市） 
長谷川 信枝（皆野町）

18：00

↓

HOME GROWN TALK  LIVE
ささやかで、ちいさな 
熊谷圏オーガニックフェス

ENDING TALK

キーマントーク① 

埼玉の伝統
キーマントーク③ 

埼玉のカルチャー
キーマントーク⑤ 

埼玉のまちづくり
キーマントーク⑦ 

埼玉の農業とSDGs
埼玉から生まれる
音楽の系譜

埼玉県
全63市町村キーマン展、 

その後

笛木 吉五郎（川島町） 
井原 愛子（秩父市）

松原 満作（さいたま市） 
高橋 秀之（川口市）

髙橋 浩志郎（草加市） 
園川 泰子（蕨市） 
近藤 寛之（新座市）

新井 利昌（熊谷市） 
武田 浩太郎（三芳町） 
高橋 優子（小川町）

笹倉慎介（入間市）
加賀崎 勝弘 

江澤 勇介
＋ゲスト

GOODS グッズ

LIVE  ライブ
ささやかで、ちいさな熊谷圏オーガニックフェス 2020 

12月19日（土）18:00 ～
笹倉慎介「埼玉から生まれる音楽の系譜」

MARCHE マルシェ
キーマンにまつわるマルシェ

WORKSHOP ワークショップ
三郷市キーマン 酒井菜法による
One Day Temple 高応寺　　
①写経と御守りの会　
②マインドフルネス瞑想

GREATER KUMAGAYA ORGANIC FES 2018での展示

※日時や内容が変更される場合がございます。予めご了承下さい。

埼玉県全63市町村のキーマンを映像化しました
https://www.homegrown.saitama.jp/

埼玉県全63市町村のキーマン

レジャーシート　大 ￥1,800　小 ￥1,200

小　600×900mm

大720×1080mm

フェス公式オリジナルグッズ

12月19日（土）18:00～
笹倉慎介
「埼玉から生まれる音楽の系譜」

ささやかで、ちいさな熊谷圏オーガニックフェス2020 

久米繊維製
国産オーガニック
コットンTシャツ
￥5,000

リユースコップ
450ml
￥500

LIVE ライブ

近日
公開

特別協賛：

HOME GROWN vol.3　配布中！

埼玉県全 63 市町村 キーマン展　チラシ |  A4 210×297mm |  S=1/1 |  BACK


