報道関係各位

九州初の TEDx スタンダードイベント
第 1 回 TEDxFukuoka 2013 “Meadow of Concepts”
2 月 1６日（土）開催
2013 年２月５日
TEDxFukuoka
TEDxFukuoka（*1,オーガナイザー：大久保丞 http://www.tedxfukuoka.com ）は、2 月 16 日(土)に福
岡明治安田生命ホール（福岡市博多区中洲）にて、九州において初のスタンダードライセンスによる TEDx
(*2) イベントとなる「第1回 TEDxFukuoka 2013」を開催します。当日は、医療、建築デザイン、エンタ
ーテイメントなど多様な分野の第一線で活躍している総勢 13 名の登壇者によるスピーチおよびパフォー
マンスが披露され、その様子はインターネットを通じて全世界にライブ中継する予定です。
TEDxFukuoka は、価値あるアイデアを共有し広める（Ideas Worth Spreading）ことを基本理念として
2012 年 5 月に TED(*3)からライセンスを取得し発足しました。
初のカンファレンス開催にあたり、「TEDxFukuoka 2013」では、テーマを"Meadow of Concepts"とし、
壁のない、アイデアが集まり広がるところとして、福岡から価値あるアイデアを共有し世界に発信し、世
界中の価値あるアイデアを福岡にもたらし共有することをコンセプトとして開催します。
国内外からお集まりいただく登壇者と、イベントを様々な形で支えていただく数々の協賛社、そして総勢
70 名からなるボランティアスタッフが一体となり、福岡を拠点とする新しいコミュニティを創造する第一
歩としたいと考えています。
【開催概要】
・日時：2013 年 2 月 16 日（土曜日）13:00〜17:00 開場：12:00
・会場：明治安田生命ホール（福岡市博多区中洲）
・登壇者（50 音順）:
猪子 寿之 デジタルクリエイター、チームラボ代表
円城寺 雄介 佐賀県職員
大木 洵人 シュアールグループ共同創業者・代表
ゴンド・チューン ワールドミュージック・ユニット
先川 祐次 シニアライフ・アドバイザー
ジョン・クルーグ 若き慈善事業家
マイケル・リンデンマイヤー Eirene 共同創設者
松尾 謙二郎 作曲家、クリエイティブディレクタ
松岡 恭子 建築家、スピングラス・アーキテクツ主宰、NPO 法人福岡建築財団理事長
中山 功一 佐賀大学大学院医工学教授
野田 恒雄 建築家、no.d+a 代表 TRAVELERS PROJECT 主宰
ヒミ＊オカジマ HiMi NY Corp CEO、コラムニスト、九州 SAMURAI の会主宰
望月 ゆうさく ジャグリングアーティスト
・視聴方法：Ustream: 実況チャンネルは決定次第ウェブサイトでお知らせします
Twitter (日本語)：https://twitter.com/tedx̲fukuoka
Twitter (英語)： https://twitter.com/tedxfukuoka̲en

本会は招待制のイベントですが、パブリックビューイング会場を検討中です

*1【TEDxFukuoka について】
TEDxFukuoka は、価値あるアイディアを共有し広める場（Ideas Worth Spreading）を創造するために、
2012 年 5 月に誕生しました。2012 年 9 月には TEDTalks を題材にした小規模なワークショップ形式のイ
ベント「TEDxFukuokaSalon」を、同年 12 月には「TEDxWomen (ワシントン D.C.)」をホストする全世
界同時開催イベント「TEDxFukuokaWomen（福岡女子大学）」を、日本で唯一実施しました。
スピーカー、参加者そして運営ボランティアスタッフが一体となるコミュニティを作り、対話を通じて、
福岡という都市の文化的発信力をより高めることに貢献していきたいと考えています。
*2【TEDx について】
TEDx Introduction http://www.youtube.com/watch?v=othM2dwi2bE
TEDx は、”ideas worth spreading”「広めるべきアイディアを共有する」という精神を軸に、TED の提供
するアイデア発信のプラットフォームを世界各地で実現する為に誕生しました。運営者が TED にライセン
スを申請し、承認を受けて、TED の定める TEDx 規定に従ってイベントを開催します。“ｘ”(エックス)の
文字が表すように、TEDx では、その地域ならではの独自性を表現する事も奨励されています。今迄日本
国内では各地域や大学などで様々な規模（小〜中）で開催されて来ました。TEDxFukuoka は会場にご招
待する聴衆が 100 名迄、且つライブビューイング、そしてネット中継が行えるというライセンスを取得し
ています。
*3【TED について】
TED は、1984 年から始まった「広めるべきアイディア（”ideas worth spreading”）を共有する」ことを
目的に活動する非営利イベントです。毎年、テクノロジー、エンターテインメント、デザインの各界から
プレゼンターを招いて開催され、活動開始以来、「広めるべきアイデア」の範疇はカテゴリーを超えて広
がり続けています。プレゼンターの社会的地位や知名度は問題では無く、あくまでも世界を良い方向へ変
革する原動力となるような、「広めるに値する価値あるアイデア」をその人物が持っているかどうかが、
プレゼンターの選考基準となっています。
TED.com のウェブサイトには、TED によってキュレーションされた”TED Talks”のビデオアーカイブが
あり、ボランティアの協力により多言語での字幕が作成され、世界中の人々に「共有すべきアイデア」が
驚くべき速さで広まるような試みが行われています。このように、TED、TEDx 等の運営はボランティア
の熱意によって実現されています。

About TEDx, x = independently organized event
In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring
people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers
combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events
are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides
general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized. (Subject to
certain rules and regulations.)
About TED
TED is a nonprofit organization devoted to Ideas Worth Spreading. Started as a four-day conference
in California 25 years ago, TED has grown to support those world-changing ideas with multiple
initiatives. The annual TED Conference invites the worldʼs leading thinkers and doers to speak for 18
minutes. Their talks are then made available, free, at TED.com. TED speakers have included Bill
Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe
Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende and former UK Prime Minister Gordon Brown. The
annual TED Conference takes place each spring in Long Beach, California, along with the TEDActive
simulcast in Palm Springs; the annual TEDGlobal conference is held each summer in Edinburgh,
Scotland.
TED's media initiatives include TED.com, where new TEDTalks are posted daily, the recently
launched TED-Ed platform for students and educators, the Open Translation Project, which provides
subtitles and interactive transcripts as well as the ability for any TEDTalk to be translated by
volunteers worldwide, and TEDBooks, short e-books by speakers that elaborate on a single idea
originally presented on TED's stage. TED has established the annual TED Prize, where exceptional
individuals with a wish to change the world are given the opportunity to put their wishes into action;
TEDx, which offers individuals or groups a way to host local, self-organized events around the world,
and the TED Fellows program, helping world-changing innovators from around the globe to become
part of the TED community and, with its help, amplify the impact of their remarkable projects and
activities. Follow TED on Twitter or on Facebook.

【お問い合わせ先】
TEDxFukuoka Media / PR Team
‒ E-mail: media@tedxfukuoka.com （担当：塚本、眞島）

【TEDxFukuoka メディア情報】
– Web: http://www.tedxfukuoka.com
– Twitter: 日本語

@TEDx_Fukuoka

英語

@TEDxFukuoka_en

– Facebook: http://www.facebook.com/tedxfukuoka/
– Google+: http://goo.gl/uL1ej
– Flickr: http://www.flickr.com/photos/tedxfukuoka/
– YouTube: http://www.youtube.com/TEDxFukuoka

