日本国内の
トランジション・タウン

㉞トランジションタウン大阪☆中津

●2013年9月4日 ●自然農、コミュニティガーデンのつどいと連動し、都
市での実践場として動きかけています。大阪市より幻の地域伝統野菜・天
満菜の種を譲り受け、生育をはじめています。味噌づくり、草木染め、アク
リルたわしなど、身近なものから自給することを経験したり、それにまつわ
る食・農・自然の循環などの勉強をしています。
https://www.facebook.com/transitionosaka.tenmabashi.nakatsu

㉟トランジションあまがさき
●2012年6月20日 ●ポットラックや、映
画会、お祭り、草木染め、試行錯誤をし
ながら元中学跡地運動場で畑など。地元
のひとたちがどんどんつながりあって、み
んなでやりたいことがすこしずつ現実化
しています。
http://amattown.exblog.jp/

㊱トランジションこまめ

●2011年4月 ●TTカフェ
（月1〜2回）
、移
住者支援、
自主保育「しましまようちえん」
http://365yumetabi.blog68.fc2.com/

㉗蚕都くらぶ・ま〜ゆ
（トランジション・タウン上田）
● 活動母体：蚕都くらぶ・ま〜ゆ ● 2001年11月3日 ●ま〜ゆ市（毎
月10日）、地域通貨を使ったモノ・コト交換、会員交流、情報交換など。
この指とまれプロジェクト（田んぼPJ、畑PJ、味噌PJ、菜園PJなど）、
ま〜ゆ寺子屋（多くは会員が講師にな
り、関心のあるテーマで学びあう）、季
節に合わせたイベント開催（まゆ玉つく
り、収穫感謝祭、餅つき大会など）、偶
数月に会報発行
http://mayu.lolipop.jp/santo/

● 2011年9月 ● 活動内容：自然農部。
エネルギー、子育てなどのワークショップ
http://shizen-kyouiku.jimdo.com

㊳トランジション・タウンズしまね
https://www.facebook.com/groups/transitionshimane/

㊴トランジション・タウンいずものくに
https://www.facebook.com/groups/199099910234893/

㊵トランジション久米南

●2014年2月 ●宮城県石巻市の離島、超高齢化と過疎化の進む網地
島の未来を考え、テーマを、 宝の島を盛り上げよう としました。2014
年8月には網地島夏祭りを開催。
http://ttajishima.weebly.com/

●2013年10月 ●創設が中秋という事
もあり、2014年3月までに月一で二地区
(秋田市と横手市)で上映交流会を開催し
てきました。これから主に『食』や『エネ
ルギー』を題材にイベントを開催したい
と予定しております。

④トランジション・タウン鴨川

https://www.facebook.com/groups/425302190855619/

③トランジション・タウン桐生

内外のトランジション・ピープル

●2010年暮れ ●三角お屋根のマーケ
ット（オーガニック）やマクロビオティッ
ク、農業、子育て、地域の活性に力を入
れています。
http://kiryutt.exblog.jp

㉘トランジション・タウン氷見
●2013年5月頃 ●海と山に囲まれた氷
見ならではの豊かな自然を舞台に、月1、
2回行っているTTカフェで出た妄想を実
現すべく20人程の若手メンバーが動き出
しました。昔ながらの民芸品の作り方を
勉強しに行ったり、新月の夜あたりで見ら
れる「ホタルイカの身投げ」でホタルイカ
漁をしたり。海と山で楽しくつながる！

からのメッセージやシンポジウム

での講演記録映像は、トランジシ

ョン・チャンネルで！（下記URL

から「 T Vチャンネルを選 択 」）

http://transition-japan.net

⑧トランジション世田谷 茶沢会

⑳トランジション都留

● 2010年１月 ● 食とエネルギーの地産地消を目指し、手づくり太陽光
パネルの制作WSやイベントでパネルの活用・紹介、エネルギーシフトの
シンポジウム・勉強会の開催、世田谷そ
だちの野菜での地域マルシェやおまつ
りへの参加など世田谷の多くの団体と
の力を合わせた活動をしています。
https://sites.google.com/site/ttsetagaya
/

●活動 母 体 名称 N P O 法 人都留環 境
フォーラム ● 2 0 0 9 年 4月 ●無農
薬、無肥料の田んぼと畑。市民創造の
場エコカフェ月一回開催
http://www.teforum.org/
http://www.facebook.com/teforum

㉛トランジション京都

㊲自然共育の会（トランジション・タウン綾川）

②TT網地島（てーてーあじしま）

①トランジション・アキタ

●2010年10月 ●半農半Xの塩見直紀さ
んを招いたイベント、お金について考える
「エンデの遺言」上映会、自作ソーラー
クッカーでランチ会、持ち寄り御飯会、
無濾過生原酒の日本酒BARなどを行い
ました。2013年の春から洛西にて竹林整
備と休耕田を開墾し田畑をはじめる。

㉑トランジション・山梨
⑨トランジション渋谷（略称トラシブ）

●2014年5月 ●桃農園の中にログハウスを建ててみんなの集える
場所をつくり、食べる物を通して生活を見つめ活動中。

●2009年10月創設（2013年2月再稼
働）●発酵部と百姓部を中心に年間を
通じて活動。発酵部は、調味料造り（味
噌、醤油、麹）や料理教室、社会見学な
どを開催。百姓部は、地元の家庭菜園
や郊外の無農薬田畑での実習。その他
上映会、勉強会、WSも随時開催。

http://www.yamanashipesca.com/

㉒トランジション八ヶ岳

㉜トランジション・タウン大阪
● 2010年8月 ●活動開始からの３年
が経過しました。広域の活動でいろんな
ところから人が集まり、TT尼崎、TT大阪
☆中津、TT大阪☆天満橋という地域密
着のTT誕生のきっかけとなりました。こ
れからも広報的な活動をメインに、更に
関西に小さなT T 誕生の種を蒔くべく、
HUB的に活動していきます。
http://transitionosaka.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ToranjishontaunDaBan

●2013年11月 ●八ヶ岳エリアでは、すでに、持続可能な循環のある
暮らしを実践されている方々が数多くおられます。それぞれの個性ある
価値観のつながりを深めていきたいと願っています。その先にある地域
での自給スタイルを目指して・・・。

https://www.facebook.com/pages/トランジション渋谷/527249250641353
https://www.facebook.com/groups/111483879022078/

http://transition8.wordpress.com/
https://www.facebook.com/transition8

⑩トランジション・タウン府中
●2012年2月13日 ●活動内容：味噌
やおせちを一緒に仕込んだり、自然エネ
ルギーを活用したり、自分の心や人との
つながりについて学んだり、青空カフェ
を開いたり、ほぼ毎月ゆるゆる活動中
https://www.facebook.com/TTfuchu

㉝トランジションタウン大阪☆天満橋

㊶トランジション北九州（豊の国）
●2013年3月 ●北九州市内のいくつか
の環境団体がコラボレーションしてゆく
ような形を基盤にスタートしました。愛の
社会を基本テーマとし、農を楽しむエコ
ビレッジ作りと、半農半Xのオルタナティ
ブな学校と、そしてそれによる真に豊かな
コミュニティ作りをしています。
https://www.facebook.com/ttkitaq

●2013年7月26日 ●八軒家浜みんなのお庭（行政・企業・住民恊働の
コミュニティガーデン）、天満橋オーガニックシネマ（映画上映会）、天
満橋みんふど発電所（オフィスでのエネルギー自給）、地元のアウトド
アマーケットへの出店ほか、食・農・エネルギー・政治などの勉強会
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⑪トランジション・タウン小金井

https://www.facebook.com/transitionosaka.tenmabashi.nakatsu
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㉓トランジションタウン浜松
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㊷トランジションタウン南阿蘇
● 2009年9月 ●地域通貨カルデラ、や
まもりぶ（山の仕事・植林、薪割り、木工
作業）、自然エネルギーグループ（太陽
光発電 WS、ロケットストーブ作りWS、
非電化冷蔵庫作りWS）、カルデラシネ
マ倶楽部、2012年TT夏フェスを皮切り
に、毎年九州TT夏フェスを継続予定、近
隣の小学校でTT授業開始
http://tt-minamiaso.blogspot.jp/

㊸トランジション五島
● 2012年9月20日 ● 毎月一回オー
ガニックマー ケットを開 催 、ワーク
ショップなどを通じ情報発信。地域通
貨準備中。Iターン・Uターンを希望する
人々へ「当地へ来やすくなるしくみ」作
りを画策中。

㊼トランジションタウン タビタネ♪
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㊺トランジションおきなわ

㉚トランジション伊賀

●2012年6月10日 ●沖縄のあちこちで進行中のトランジション的な動
きをつなげ、TTに興味がある人々に開かれたゆるやかな広域ネットワー
ク。北部で準備を始めた地域通貨事務
局、各地のぐるぐる援農ねっとわーく、
自然エネワーキング・グループ、
『シェー
ナウの想い』上映会などのPJTやチー
ムが活動中
https://www.facebook.com/groups
/TTOkinawa/

● 2012年6月 ● 地域通貨立ち上げ準
備会、非暴力コミュニケーションとTTな
どの学びの会

㊻オーガニックいとまんchu
（トランジションいとまん）

●旅のきっかけは、2011年3月11日の震
災。キャンピングカーを廃油カーに改造
し、各地で出会った人々に廃油をもらい
ながら旅を続け、トランジションタウン
の種を撒いている。「インターネットラ
ジオ・旅をする種」を、2011年11月11日
に開始。

●2012年11月1日 ●オーガニックないとまんを愛する、いとまん人たちの
ネットワーク。自然農の農家、オーガニックカフェ、一般消費者などがおたが
いに助け合い、心強いつながり、ジモトサ
イズの小さな循環をめざす。TT勉強会、
地域通貨の試運転、オーガニックマル
シェの開催、火遊び＆自然エネチーム、か
わら版制作、援 農、映画館でのワーク
ショップなどなど元気に右往左往中

https://www.facebook.com/tabitane333
http://tabitane.jimdo.com/

http://organicitoman.ti-da.net/
https://www.facebook.com/groups/oichu/

●2010年11月 ●映画やネット、ガリ
版などを利用してTTの活動を伝えるメ
ディア部の他、地域通貨やモノなどの
シェアの 促 進、畑をシェアして食の自
給、在来種の綿花を使った糸紡ぎ・機織
りまで布の自給、再生した古民家をシェ
アする活動。パーマカルチャー部、子供
を放射能から守る会や、地域で里山文化
を伝える『みやこだ自然学校』、TTと志を同じくする方や他団体とも少し
ずつ繋がりはじめています。
http://etthamamatsu.jimdo.com/
http://tthamamatsu.hamazo.tv/
https://www.facebook.com/e.trasitiontown

㉔トランジション浜北
㉕トランジション森町

㊹トランジションタウン森の蘖（宮﨑県青島）
●2013年3月 ●自給自足の村作りを目
指して、古民家再生ワークショップの開
催や食物の生産などいろいろなことに
チャレンジしてます。いつもみんなが笑
顔でいられる身の丈にあった暮らし方を
共有出来る場所作りを目指してます。
https://www.facebook.com/Morin
ohikobae

【仲間募集・準備中】
龍ヶ崎（茨城県）、
きびだんご（美咲・吉備中央／岡山県）、
函南（静岡県）、新潟、山形、宮古（岩手県）、
ニセコ（北海道）、石垣島

㉖トランジション・タウン豊橋（TTT）
● 2010年11月 ● 10名 ● 映画上映会、講演会主催。 ● 今後の展
望：持続可能な未来の場づくりのためのフューチャーセンターでありたい。
http://ameblo.jp/thanks-day/

㉙トランジションタウン鈴鹿
（アズワンコミュニテイ鈴鹿）

●創設は2001年、TT宣言は2013年8月●市民の有志が、自然と共生で
きる環境づくりとともに、誰とでも家族のような親しさで暮らせる街づ
くり進めています。子ども・青年からシニ
アまで、世代を超えて出会い、交流し、
和気あいあいの気風を醸成するフィール
ドとして、「街のはたけ公園」「すずかの
里山」プロジェクトを進めています。
http://as-one.main.jp/
https://www.facebook.com/TTSuzuka

● 2008年8月 ● TT Bar、ポット・ラ
ック・シアター、こがねい市民発電、ハ
ケのぼちぼちハウス（コミュニティ・ス
ペース）準備会、TTK News（メルマ
ガ）発行、TTハンドブック読書会、はら
っぱ祭り、環境フォーラムへの参加
http://www.tt-koganei.com
http://ttkoganei.exblog.jp/

⑫トランジション・タウンたま
● 2009年11月 ● 活動内容：地域通貨
「てんぐ」と市、ネガワット発電（節電）
とミニ太陽 光 発電、みそづくりや上 映
会、地域の祭りへの出店など
http://blog.livedoor.jp/plants427-tttama/
http://www.facebook.com/transitio
ntowntama

⑬里山暮らしの会 ちーむゴエモン
（トランジション・タウン相模湖）
●2009年春 ●稲作、在来種大豆の栽培、醤油づくり、伝統食づくり
（味噌、豆腐、きなこ、コンニャク、麹、酒
まんじゅうなど）、地域の古文書を読む
会、勉強会（TPP、簡易ソーラー発電、ま
ちづくりなど）、竹の子掘り、被災地支援
活動、料理教室（雑穀、イタリア料理な
ど）、餅つき、草木染め、など。毎月一回
定例会（新月の日）
http://d.hatena.ne.jp/sagamiko/
http://blog.goo.ne.jp/harusatsu

⑭トランジション藤野
●2008年6月 ●地域通貨よろづ屋、藤
野電力、森部、お百姓クラブ、健康と医療、
仕事と経済、内なるトランジションなどの
WG、月2回の定例会議。2013年トランジ
ションの学校を開催、2014年は1Day藤
野ツアー、よろづシネマなどを開催中。
http://ttfujino.net/
https://www.facebook.com/ttfujino

● 活動母体名称：地域通貨安房マネー・NPO法人うず
は10年前からやっていましたが、TT鴨川
として名乗りを上げたのは、2010年頃
● 地域通貨安房マネー、鴨川地球生
活 楽 校、里 山の 知 恵伝 承 講 座、棚 田
オーナー制度、大山村塾
http://awamoney.net/
http://awanoniji.wordpress.com/

● TT的な活動

⑤トランジション・タウンつだぬま
●2013年1月 ●ガーデニング、20W革
命（ 小 型 太 陽 光 発 電 キット）ワー ク
ショップ、映画上映会等。
http://tt-tsudanuma.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/
175721459297883/

⑥トランジション タウンいちかわ（略称：いちトラ）
●2012年8月 ●楽しく集まろうをモッ
トーに、毎月の勉強会、地域でつながる
お祭り「ごきんさい」、上映会などを開催
しています。2014年度は市川市の1％支
援制度の支援団体として認定され、チェ
ンドリの開催で支援を受ける予定です。
http://transition-ichikawa.blogspot.jp/

⑦トランジション・タウンかずさ
●2012年11月 ●地域の農地や里山を
活性化し、安全・安心な食・健康・環境
を通して暮らしやすいすてきな街をつく
ります。また、昔からの発酵文化である、
味噌、醤油、梅干しづくり等を子供たち
と共に作り未来へつなげていきます。
http://bears-gt.com
https://www.facebook.com/kenkousakayabears

⑮トランジションタウンまちだ・さがみ
●2013年8月 ●第一金曜の夜、町田
のカフェで定例会を開催。単発のイベン
トとしては町田市の市民団体のお祭り
「まちカフェ」に参加、「炊き出しグラン
プリ」参加、3.11にキャンドルナイト実施。
WGは町田電力、発酵クラブ、旧暦研究
会が立ち上がりこれから徐々に活動して
いこうかな・・・という状態です。
https://www.facebook.com/
TransitionTownMachidaSagami

⑯トランジション・タウンよこはま
●2012年5月 ●TTよこはまは都市型トランジションタウンです。私た
ちが大切にしていることは Do it
ourselves. 自分たちが思い描く暮ら
しを自らの生活の中で実践し、楽しさ
を分かち合いながらつながり、個人や
地域のレジリアントな（しなやかな強さ
を持つ）暮らしを目指しています。お気
軽にお立ち寄りください。^^
http://tt-yokohama.wix.com/main
https://www.facebook.com/ttyokohama

⑰トランジション・タウン鎌倉
●活動母体名称：NPOかまわ ●2009
年７月くらい ●「Ｔ＝楽しく Ｔ＝つく
る」をテーマにわくわく楽しく活動中！毎
月第４水曜日にTTサロンを開催。「鎌倉
あるものさがし」「たいよう講」「鎌倉ロ
マンチカ」「地売地買」などのプロジェ
クトを展開中。詳しくはＨＰへ
http://ttkamakura.net/
https://www.facebook.com/TransitionTownKamakura

⑱トランジション葉山
●2009年1月 ●トランジションカフェ、
地域通貨なみなみ、までいなマーケット、
コミュニティガーデン、たいよう講（TT
鎌倉との共同）
http://tthayama.blog10.fc2.com

⑲トランジション・タウン茅ヶ崎
http://ttchigasa.exblog.jp

※立ち上げメンバーの誰かが、トランジションタウンについての説明を受けている、又は、経験がある、又は、深く理解をしていること。3 名以上。月一回以上の定例ミーティーングをしていることが活動の目安です。 ※営利・政治活動・宗教活動・暴力行為等を目的、手段とする活動または団体の場合は該当しません。情報は、2014 年 5 月までのものです。また、地図状の数字の位置は目安です。

