
後夜祭

10/11(月)
22:20-23:10

10/13(水)
19:30～21:00
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何が起きる？！
▼詳細CHECK

＠Zoom

カウントダウン
イベントを開催

絶望を希望に
大反転させる

※プログラム内容は予定なく変更となる場合がございます。

和心が導くグローバル共同体vol.1
 ～ 海外からみた日本の可能性 ～

歌を通して、なりたい自分と世界を
創造しよう！ ～人間は本来みんなアーティスト。本
当の自分に目覚めて、心から伝わる表現者になる秘訣～

HARMONIA

地球市民として話をしよう act.03
 【政治】AI時代に私たちが希望すべ
きこと

NextRenaissance　地球市民会議

学術大会：地球市民会議＆
論文執筆者インタビュー

NextRenaissance 地球市民会議

「天才の遊び方」
～0歳から始める新しいライフスタイル~

心時代の新アートジャンル
Noh Jesu杯　変化ストーリー大会

21世紀の悟り人　令和哲学者 Noh Jesu

５さいの哲学

一般社団法人Dignity Family Re・rise協会

WAKAMONO D5 future adventure

WAKAMONO D5

Facebookを超えるメタプラットフォーム
SNS3.0 Diglinkの紹介

SNS3.0 Diglink

Dignity2.0国際カンファレンス
協賛企業PR

Refining Heart
ーnTech×KAKUGOー

nPT運営事務局
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国際カンファレンス

DIGNIM
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人類歴史最大の難題を発見し、解決し、そして、日本文明が世界を救済する。
Dignity1.0（脳）から、Dignity2.0（心）へ、時代の基準点をビッグシフトする、日本文明に託されたミッションが
ある世界初開催のDignity2.0国際カンファレンス2021。感動のフィナーレへ歴史の現場をともにつくりましょ
う！
ースケジュール予定ー 
尊厳宣言/世界基軸教育 論文表彰式/閉会の挨拶(Dignity2.0国際カンファレンス発起人/世界基軸教育提唱
者 Noh Jesu)/閉会宣言/ダイジェスト映像

【閉会式】 テーマ:人間の尊厳　ー 全会場共通 + メタバース開催 ー
�������������
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【特別協賛PR】
Dignity2.0国際カンファレンスにご参加の皆様を「Noh Jesu 
nTechマスター1Day」に無料でご招待！詳しくはQRコードから

主催：Dignity2.0国際カンファレンス実行委員会
https://www.dignity2.org/2021/
Mail: info@dignity2.org

胎内記憶の第一人者の池川明氏と感性哲学
コンサルタント月野直美氏とのトークライブ

脳で生きるライフスタイルから、心で生きるライ
フスタイルへ大転換に成功した人たちの変化
ストーリー大会

５歳の自分に戻りその時感じていた問題
意識や問いと出会い直すワークショップ

あそびながら天才を育てるゲームやお
もちゃの紹介

ゲームを通して思い込みを外し別次元
から観るメタ認知を体験するワーク

世界ではじめて「世界基軸教育」を提唱する国際カンファレンスです。

Dignity2.0国際カンファレンスに協賛をし
ていただ企業や団体様が活動の紹介や自
社サービスの紹介

個人と関係性の変化を成しえた軌跡をド
キュメンタリー映像＆変化のストーリー

参加者同士の交流

を通して、また、主

催者たちの裏話も

聞けるかもしれな

い、特別な時間とな

っています。

▼限定200名
お申込みは
10/12(火)24時まで

＠Zoom
交流会

「世界基軸教育」ブックレット
会場で数量限定で配布している小冊子(40P)
をPDFドキュメントで閲覧できます！ここでは、
当カンファレンスの設立趣旨から、Dignity2.0
・世界基軸教育の概論がたっぷりと読むこと
ができます。HPからぜひご一読ください。

協賛

内野 照子 様
風海花オンラインサポート

設立準備委員会　様
森　貴司　様

2021

2021年10月9日(土)～11日(月)
会場：グランフロント大阪北館タワーＣ８階 
ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーＣ
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オンライン/オフライン/メタバース 開催

世界ではじめて「世界基軸教育」を提唱する国際カンファレンスです
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2021年度のメインテーマを「シン(心)時代への挑戦/THE BiG SHiFT」として
これまでの時代とこれからの時代を議論し6つのシン(心、新)ジャンルの提案を行っていきます。
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地球市民として話をしよう act.02 
【経済】AI時代に私たちがするべ
きこと

NextRenaissance　地球市民会議

人財開魂力
～未来に向かうワクワクほっこりタイム～

フロンティール

ディスカッション＆ミニセミナー

思いこみループから脱出する3つの方法
いつも心スッキリの私へ

オリジナルマインドWorks

今の自分の状態がわかる「思い込みループ
度チェック診断」ができます！

～迷いの哲学～
30代迷える悶々女子の
                              サクセスストーリー

Puzzle

「未来哲学で
  日本が開く、世界が開く」

哲学ユニット「TRUTHERS（トゥルーサーズ）」

ココロ de まんぷく　
Yoko-ro cafe

Yoko-ro café 

前菜スープメインに見立てた「コミュニケーシ
ョンメニュー」をお楽しみください！

組織風土改革に関心ある経営者必修！ ズレる
コミュニケーションから、活かし合うコミュニ
ケーションへ

「心理的安全性ある組織を創るため
の理論と実践」

Dignity X
（ディグニティ トランスフォーメーション）

マインドームインストラクターPresents
本当の自分発見！あなたが始まる！
人間関係が変わる！未来が拓く！

マインドームインストラクター

「常識を破る次世代が
  新経済を生み出す」 

未来創造ユニット「TRUTHERS（トゥルーサーズ）」

令和哲学者Noh Jesu
即問即答オアシス

即問即答オアシス 

21世紀の悟り人があなたの
「究極の質問」に一問一答でこたえます

発達障害 ×nTech　
みんなのもっている凸凹が希望の
光になる方法を見つけた！

長野凸凹Re･rise 

nOU1日体験入学

J×Youth Festival
 ーあなたの涙が未来を変える ー

J×Youth Project 

涙を持つ若者と若者を応援する最強の異端児
たちによる”宇宙一深いトークセッション”

内司治療院 縦巻き横巻き理論

人間の体に刻まれた縦巻き横巻き
縦巻き横巻きがどんな物かを体験して頂き、
生活や健康、その他の発展へ役立てて頂く人
間の神秘をお伝え致します

自分を知り、出会いが深まる！ 
リライズインタビューのススメ

WEBマガジン Re・rise News

誰もやったことがないことを成し遂げる秘密に迫る！ 
スペシャルトークセッション　植松 努 × 城 雄二 × ノ ジェス

日本リライズカンファレンス

今回このスペシャルトークセッションでは、ピンチをチャンスへ転換させ”新しき”を切り開く3名を
お呼びし、「誰もやったことがないこと」を成し遂げる秘密に迫ります。

日本で唯一の無重力実験装置を開発し、日本中を感動に包むメッセージを届ける植松さん、
4歳で広島の原爆を経験し、争いの絶望の中に本物の希望を見出した城さん、
人類歴史上初となる完全学問を完成し、世界基軸教育を日本から世界に発信するノさん、
による、初めてのトークセッションに注目です！

nTech Online Univ.

nOUコンテンツ視聴・グループセッショ
ン・体感ワーク＆プレゼント企画も！
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【開会式】　セレモニー / 大阪オープニング　ー 全会場共通 + メタバース開催 ー
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世界初の挑戦に取り組む「Dignity2.0国際カンファレンス」の記念すべき第一回の開会を宣言します。代表挨拶、来賓挨拶、3日間の中心コンセ
プト「Dignity2.0」のプレゼンテーション、そしてテープカットで新しい時代の幕明けのセレモニーを行います。
その後、オープニングでは「2030年大阪にタイムマシンでワープ！Dignity2.0の世界を先取り」をお楽しみください！開催地として選ばれた大阪
地域の特徴とは？なぜ大阪から世界基軸教育が広がるのでしょうか？盛りだくさんの3日間の見どころもご紹介していきます。

※プログラム内容は予定なく変更となる場合がございます。

地球市民として話をしよう act.01
 【教育】AI時代に私たちが知るべ
きこと

NextRenaissance　地球市民会議

ショッキング ・ コミュニケーション 真の女性性を活用した
　　　　　知のワールドカップ

可能性弾かせ隊！
親子で発見しよう可能性の種♪ 
～プログラミング思考遊び～

Osaka8

知のワールドカップ協会設立準備委員会

-ゲームをしながら、賢くなる-

AIにマネできない職業や産業を生
み出し、地域や経済を活性化するこ
とで、日本をどんどん元気に！そして
海外から日本に新しい教育を学び
に来るような、世界が憧れる国にし
ていきたいと思い、全くあたらしい
知のエンターテイメントを開発しま
した。
【1部】ゲーム概要/体験/
【2部16：30~】試合開催/表彰

実は、自分と人は１分１秒も同じ画面を見た
ことがない！そのことをワークショップ形式で
経験

jeiGrid(株)JEDU事業部
ポップコーンプロジェクト

nTech リアライゼーションプログラム 
～認識（カルマ）がはがれ落ちる21日間
のミラクル体験記～

ｎClinic

ママの気持ちが癒される
COCORONワークショップ

COCORON 

心の仕組み・認識のヒミツを知って自
分も子どもも大好きになれる

Behind Story
-Dignity2.0国際カンファレンスの約束-
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発起するに至るまでの27年間のドキ
ュメンタリー上映＆トークライブ

令和リライズ協会 

一人の夢をみんなの夢に変換される新
コミュニティ  ～体が自分の生き方か
ら、すべてが自分の生き方へ～

nOU オープンキャンパス

nTech Online Univ.

nOUコンテンツ・人気コースを紹介＆
ゲストを招いてその魅力に迫ります！

「自らの人生をデザインできる女性性
哲学」を活用したジーニマミストモデ
ルたちの新ライフスタイルをお届けし
ます

ジーニマム
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Official 交流会

その日に感じた感動はその日のうちにアウトプット！他のブー
スに参加した方の感動も聞ける交流会・入退出自由/聞くだけ
でもOK! お気軽にご参加ください♪

2022女性性開花宣言に向けて
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Official 交流会

その日に感じた感動はその日のうちにアウトプット！他のブー
スに参加した方の感動も聞ける交流会・入退出自由/聞くだけ
でもOK! お気軽にご参加ください♪

※プログラム内容は予定なく変更となる場合がございます。

オンラインイベントの参加について

Day1 Day2 Day3

オンラインイベントの視聴はチケットご購入申込み時のメール
アドレスへ送信されている「視聴用パスコード」が必要です。

オンライン視聴用ZOOM URLの一覧はHPのタイムスケジュール
ページよりアクセスいただき、視聴用パスコードを入力ください。
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