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● 74-ラ ム 13:30-17:30(12130受 付開始)

園オープニングセレモニー

圏基調講演 着手県知事 増田 寛也

圏パネルディスカッション

パネラー

坂内 孝三氏 (サンボット株式会社代表取締役社長)
渋澤 寿一氏 (NPO法 人樹木 環境ネットワーク協会専務理事)
多田 欣―氏 (着手県住田田〕長)

コーディネーター                       :

金沢 滋 (岩手・本質バイオマス研究会会長)

回公開セミナー

1木 質パイオマスの地域循環システム (矢崎総業株式会社)   ●

2本 質資源からのバイオエタノール化の現状 (管
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1995年 岩手県知事初当選。現在3期目。2000年 「環境首都いわてJ

を宣言する。2004年 には 全国初となる「木質バイオマスサミットn

いわてJを開催.全 国知事会地方分橋推進特別委員会委員長や 新し

い日本をつくる国民会議 (21世 紀li・調)副代表として 三位一体改革

に対する地方からの提言活動において中心的役害Jを担う.

本質バイオマスの利用促進を県の重要施策として位鷹づけ 先駆的

な取り組みを先導している。
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フォーラム 盛岡市民文化ホール(マリオス)大ホール

12130受 付開始      16:00

1030開 会             休憩

(ス77ヨ子11り3言ラ) |:|:1 全国
セミナー

交流会 oF究会主催)ホテルルイズ3階 万葉の間

1800 開会       2030 閉会

現地視察  け̈ 会主■)

8150 盛岡駅集合
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|お申し込み■宿泊関係 |フオ■ラム内容について
JT3盛同え吉「(イオマスフォーラムデスタ1 担=1荒  遠藤 岩手 木質バイオマス研究会 吉手県晨1オ崖部標振興諜向「(イオマスフォーラム:::]J担当

電 1話 0]9-65]-7474 019‐635‐8272 0]9‐629‐ 5774

0]9‐ 623‐4425 0]9‐ 635‐ 8272 019‐ 629‐ 5779

http″ wb manip′ nttp′,www p「ef wate pl hp0552,

邸便番号 〒020-8525 〒020-086] 〒020-8570

盛岡市内丸 2-5 盛岡市仙北 ]]420金 澤林業2F 盛岡市内丸 101

営 業 日 月～金曜日 (祝日を除く) 火～金曜日 (祝日を除く) 月～金曜日 (祝日を除く)

営業時間 9130-]フ 30 ]3:00～ ]フ :00鯨 則として) 8130^-18 00


