
 

エンジン０１文化戦略会議「エンジン01 ｉｎ 釧路」時間割プログラム
ゼロワン ゼロワン

1 教室 2 教室 3 教室 4 教室 5 教室 6 教室 7 教室 8 教室 9 教室 10 教室

11 教室 12 教室 13 教室 14 教室 15 教室 16 教室 17 教室 18 教室 特別教室 特別教室

オープニングコンサート「KITA、キタ、北の歌まつり」
三枝成彰（監修）、池田卓夫、湯川れい子（構成・司会）、熊本マリ、小六禮次郎、神野美伽、中丸三千繪、倍賞千恵
子（ゲスト）秋辺日出男、安達朋博、大黒摩季、パワープレイザーズ

開会式／オープニングシンポジウム「ハンサムウーマン ～最強のオバハン」
林真理子、奥谷禮子、高橋はるみ（ゲスト）、東村アキコ

14：00‒15：30 クロージングシンポジウム 「me too！～女たちが時代を変える」
勝間和代、安藤桃子、奥田瑛二、乙武洋匡、堀江貴文、湯川れい子

14：45‒16：30

17：30‒19：00

2018年11月4日（日）  会場：コーチャンフォー釧路文化ホール（釧路市民文化会館） 大ホール  入楽料：500円

2018年11月2日（金）  会場：コーチャンフォー釧路文化ホール（釧路市民文化会館） 大ホール  入楽料：各500円（各入れ替え制）
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Pコード：561-669Pコード：561-668Pコード：561-667Pコード：561-666

Pコード：561-650

Pコード：561-670

Pコード：561-645

Pコード：561-665

Pコード：561-644

Pコード：561-664

Pコード：561-643

Pコード：561-663

Pコード：561-640

Pコード：561-660

Pコード：561-641

Pコード：561-662

Pコード：561-631Pコード：561-630Pコード：561-629Pコード：561-628Pコード：561-627Pコード：561-626Pコード：561-625Pコード：561-624Pコード：561-623

Pコード：561-622Pコード：561-621Pコード：561-620

Pコード：561-639

Pコード：561-659

Pコード：561-619

Pコード：561-638

Pコード：561-658

Pコード：561-618

Pコード：561-637

Pコード：561-657

Pコード：561-617

Pコード：561-636

Pコード：561-656

Pコード：561-616

Pコード：561-635

Pコード：561-655

Pコード：561-615

Pコード：561-634

Pコード：561-654

Pコード：561-614

Pコード：561-633

Pコード：561-653

Pコード：561-613

Pコード：561-632

Pコード：561-652

Pコード：561-689

Pコード：561-612

Pコード：561-611

有森裕子／蜂谷宗苾
ヨーコ･ゼッターランド

辰巳琢郎／九栗貞子（ゲスト）
桝田隆一郎／梁瀨之弘（ゲスト）

池坊美佳／安藤桃子
篠田 昭

和田秀樹／三枝成彰
林 真理子／原島 博

ロッド･マイヨール
ケント･ギルバート／高島肇久

古市憲寿／奥谷禮子
和田秀樹

林 真理子／鉄尾周一（ゲスト）
中尾清一郎

西川伸一／栗原裕基（ゲスト）
下村満子／宮野素子中瀬ゆかり／池田卓夫

岩井志麻子／鎧塚俊彦

古市憲寿／井沢元彦／上杉 隆
ケント・ギルバート／辰巳琢郎
平山雄一／藤川靖彦／眞下伸友
桝田隆一郎／村上耕介（ゲスト）

佃 一可
岡副真吾

奥谷禮子
中尾清一郎／堀 紘一

冨田 洋／蝦名大也（ゲスト）
鈴木久泰／多田宏行

北山孝雄／篠田 昭
多田宏行／桝田隆一郎

山本益博／立川談慶
東村アキコ

夏野 剛／杉山恒太郎
高橋康夫／露木 茂
村上典吏子

猪瀬直樹
船曳建夫

高野文彰／秋辺日出男（ゲスト）
井沢元彦／河口洋一郎

ピーター・ジェイ・マクミラン
田中英成／太田麻衣子

安藤桃子／三枝成彰
古市憲寿／矢内 廣

蜂谷宗苾／熊本マリ
多田宏行

上杉 隆／玉木正之
波頭 亮／松尾 豊

南 美希子／小林宏之
白澤卓二

東村アキコ／安珠
安藤桃子

西川りゅうじん／鈴木久泰
髙野敏行（ゲスト）／堀 紘一平山雄一／奥田瑛二

小六禮次郎

竹原啓二／浦田マルニー（ゲスト）
カネフラー・クリストファー（ゲスト）

熊本マリ

勝間和代／池田卓夫
増原裕子（ゲスト）
レスリー･キー

太田麻衣子／小西利行
杉山恒太郎

森本 敏／佐藤正明
田勢康弘

岡田直也／東海林 良
藤川靖彦

湯川れい子／小六禮次郎
里村龍一（ゲスト）／神野美伽

田勢康弘

東村アキコ
横山了一（ゲスト）

秋尾沙戸子／岡副真吾
山本益博

夏野 剛／上杉 隆
乙武洋匡／高野 孟

福井康之／安藤和津
松丸祐司

南 美希子／猪瀬直樹
小林宏之／蜷川有紀

森本 敏／ケント・ギルバート
下村満子／露木 茂

漆 紫穂子／波頭 亮
松尾 豊／和田秀樹

岡田直也／谷川彰英
若泉久朗（ゲスト）

勝間和代／泉 忠司（ゲスト）
玉木正之／和田裕美

林 真理子
桜木紫乃（ゲスト）／船曳建夫

谷川彰英／神山典士
佐藤正明

矢内 廣／有森裕子
岡本 卓（ゲスト）／白澤卓二

麹谷 宏／姿月あさと
嶌村公宏（ゲスト）
田辺由美（ゲスト）

湯川れい子／東海林 良
神野美伽／田中英成

福澤智子（ゲスト）／眞鍋圭子

勝間和代／久保明彦
和田裕美

安藤和津／安珠
蜷川有紀／ヨーコ・ゼッターランド

河口洋一郎／真木太郎
松尾 豊

山田宏巳

徳岡邦夫

浅葉克己
竹原啓二

ロッド・マイヨール

 
神山典士／浅葉克己

岡島成行

乙武洋匡／漆 紫穂子
山英男／原島 博

三枝健起／神野美伽
高橋康夫／眞下伸友

西川りゅうじん
大西雅之（ゲスト）／竹原啓二

奥田瑛二／姿月あさと
冨田 洋／鎧塚俊彦

14：00－17：00

★4

★3

1時限
10：00‒11：15

2時限
12：00‒13：15

3時限
14：15‒15：30

ランニングクリニック

北海道の米と酒

安楽死を考える

森本 敏／秋尾沙戸子
高島肇久／高野 孟

トランプはなぜ強いのか？

日本に移民を認めるべきか？嫌われる勇気君たちはどう生きるか

自閉症と脳の多様性そろそろ5 時だし
-エロスに夢中！-
（Ｒ指定）

釧路人狼劇場

茶道
ワークショップ

お金持ちになりたい！

防災・減災 最新事情

価値を上げるまちづくり

はじめての落語誰がテレビを殺すのか、
あるいは殺せないのか

新・ミカドの肖像

オッサン社会は
日本をダメにする？

香道
ワークショップ

いけばな
ワークショップ

★２

ＡＩで日本は進化するか？男も女もアンチエイジングマンガ的恋愛講座北のシンガポール
北星港・釧路

俳句
ワークショップ

外国人との共生で
釧路を元気に！

カミングアウトってなに？
普通ってなに？

世界を変えた広告北方領土は還ってくるのか
それは幸せか？

釧路の広告をつくろう

海と魚と演歌の関係マンガの未来ミシュランガイドをガイドする

炎上と拡散のはざまで 腰痛 なんでも相談室

Pコード：561-642

高野文彰／鈴木久泰
佃 一可／倍賞千恵子／藤川靖彦

北海道観光と
ガーデンツーリズム

人生 100 年時代の幸福論日本は米国の属国か？ 受験と教育仮想通貨！
億万長者量産プロジェクト

松浦武四郎の足跡をたどる北の文学

ノンフィクション作家
ワークショップ

糖質制限ダイエットは
本当に健康に良いのか？

あたらしくなる！北海道ワインわれら動物愛護委員会

人生 100 年時代の稼ぎ
方

美魔女になりたい！？

アイヌ文化の新たな可能性

英語百人一首をご一緒に

ＡＩはクリエイティブか？

釧路の食材で料理してみた
（イタリアン）

釧路の食材で料理してみた
（和食）

釧路卓球大会
アサバ杯

北斎に学べ！
秘蔵の北斎春画見せます

（Ｒ18）

これからの教育

わが家の猫は映画スター

北海道にカジノは必要か？

人は誰しもモテキを経験する

調理教室

調理教室

柔剣道部

体育館

体育館

★１

エンジン０１文化戦略会議とは、創造的活動をしている個人によるネットワークで、研鑽と提言を通じて、
日本における文化活動の社会的水準を高めることを目的としています。 URL http://www.enjin01.org

ゼロワン

ゼロワン

エンジン０１文化戦略会議は、主旨に賛同して下さった企業からのサポートを受けて運営しています。

2018年11月3日（土）  会場：釧路公立大学  入楽料：各500円  各★マーク講座の参加者は右記をご持参下さい。    ★1 えんぴつ、消しゴム等筆記用具  ★2のワークショップは別途お花代を頂戴いたします。（2,000円程度・当日精算）  ★3 内履き  ★4 ラケット＋内履き  

4時限
16：15‒17：30

1時限
10：00‒11：15

2時限
12：00‒13：15

3時限
14：15‒15：30

4時限
16：15‒17：30

船曳建夫／三枝成彰
中尾清一郎

湯川れい子／　山英男
佐竹直子（ゲスト）／田勢康弘

松丸祐司
 南 美希子

波頭 亮／西川りゅうじん
前田裕二

久保明彦／岡田直也
小西利行

奥田瑛二／中瀬ゆかり
平山雄一／古市憲寿

林 真理子／井沢元彦
田中英成

勝間和代／岩井志麻子
乙武洋匡／立川談慶

辰巳琢郎／蝦名大也（ゲスト）
片野 歩（ゲスト）／徳岡邦夫

知的エロティシズムの話 獄中メモは問う
作文教育が罪にされた時代

死なない脳外科 釧路で起業！なんでも相談売れる広告
売れない広告

セックスレスで
恋愛できるか？

歴史を変えた恋と婚礼 無意識の偏見を知る
私達って変り者？

日本の漁業の未来
斜陽から成長へ

Pコード：561-680

西川伸一／秋尾沙戸子
栗原裕基（ゲスト）／下村満子

免疫力による
ガンの根治

Pコード：561-660 Pコード：561-661Pコード：561-659Pコード：561-658Pコード：561-657Pコード：561-656Pコード：561-655Pコード：561-654Pコード：561-653Pコード：561-652

Pコード：561-688Pコード：561-687Pコード：561-686Pコード：561-685Pコード：561-684Pコード：561-683Pコード：561-682Pコード：561-681

夏野 剛／有森裕子
猪瀬直樹／ヨーコ･ゼッターランド

村上典吏子／三枝健起
倍賞千恵子／真木太郎

池坊美佳／岡副真吾
蜂谷宗苾／山本益博

高野 孟／高野文彰
堀 紘一

吉村作治／佃 一可
ピーター・ジェイ・マクミラン

眞鍋圭子

奥谷禮子／漆 紫穂子
玉木正之／和田秀樹

小六禮次郎／岡島成行
若菜 勇（ゲスト）
渡辺有希子（ゲスト）

安藤和津／岡本 卓（ゲスト）
白澤卓二

東京オリンピックを語ろう！ この映画のここを観よ！
私のオススメ

進化する
伝統文化

馬の話をしよう
競馬と馬術

世界を知って日本を知る日本人にとって個とは？シマフクロウと
マリモと自然保護

認知症は改善できる！

夜楽（釧路市内の店舗にて）※夜楽（やがく）とは・・・講師達と飲みながら、食べながら、語り合うプログラムです。放課後 19：00‒21：00

【チケット】 入楽料：各500円
9月15日（土）10時より、チケットぴあ（北海道内のコーチャンフォーに店舗あり）、
全国のセブン-イレブン、サークルＫ・サンクスにて発売。

最新版


