
4/22(Sat)10:00 ～16:00 ＠奈良公園 登大路園地
入場無料・雨天決行

Time Table
MC：西の京高校地域創生コース

OPEN AIR
LIVE!

おはなし と 音楽

オープニング

エンディング

Talk & Music

辻 明俊（興福寺僧侶）
都跡小学校ブラスバンド
ほりおみわ

Talk

Talk

Talk

Music

Music

仲川げん（奈良市長）
Music ヒョウコマーズ
Music コマイナーズ マキプロデュース
 アカリトバリ／はちようび

武藤北斗（パプアニューギニア海産） 
Music 氷置  晋 
Music The Taiko collective 寧鼓座 
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毎日がアースデイ！
をめざして

今年も地球と人を想う
77 のブースが集います

Ethical Market

学びのブース WorkShop

ブースを巡ろう！

エコに暮らそう

一緒に食べよう

つくろう。やってみよう。

Food &Lunch
生きることは食べること。地球とつながるお買い物

春日山自然学校
プロジェクト

自然を楽しもう！
毎日がアースデイ！
をめざして

つなげよう 広げよう アースデ
イのわ（輪･和･環）

主催：　　　　　　　2017 実行委員会（奈良市あやめ池北 3-12-27NASO内）
　　　　URL. http://www.geocities.jp/earthdaynara/　TEL : 0742-49-6730
共催：奈良県地球温暖化防止活動推進センター／春日山原始林を未来へつなぐ会　
協力：株式会社シーズクリエイト／NPO法人宙塾　
後援：環境省近畿地方環境事務所／奈良県／奈良県教育委員会／奈良市／奈良市教育委員会
　　　特定非営利活動法人奈良NPOセンター／奈良新聞社／朝日新聞奈良総局／毎日新聞奈良支局／読売新聞奈良支局
　　　産経新聞奈良支局／NHK奈良放送局／奈良テレビ放送／ならどっと FM78.4MHZ
同時開催：アースデー 2017 in なら（ならコープ主催）4/23（日）

アースデイをたのしむ・学ぶ 77 ブース

原発事故被災者支援募金に
ご協力お願いします。

アースデイ奈良は

ごみゼロ ごみゼロ
EARTHDAYNARA

No!garbage!!

イベント！
持ってきて参加しよう！

Access Map
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ストップ温暖化！CO2排出の少ない公共交通機関をご利用ください。

本部企画

「アースデイ」とは、世界中で、地球のことを思い行動する日。誰でも楽しく参加しやすい
イベントを通じ、地球のこと、環境のこと、平和のことなどを考え、発信する場としたいと思
います。合言葉は「100年後は毎日がアースデイ！」。いま、ここで、あなたのする選択は、い
のちが循環する未来につながりますか？いまを生きる私たちには未来への責任がある。
いっしょに「毎日がアースデイ」の未来を創っていきましょう。

SAVE JAPAN プロジェクトは、損保ジャパン日本興亜からのご寄付で実施しています。自動車保険等のお客さまに、ご契約時「Web 証券」や「Web 
約款」を選択いただいた場合や自動車事故の修理時にリサイクル部品などを活用いただくことにより、環境NPO などへ寄付を行うものです。

SAVE JAPAN プロジェクトは、全国各地の「いきものが住みやすい環境づくり」を行うプロジェクトです。環境NPO やNPO 支援セン
ター、日本NPOセンター、損保ジャパン日本興亜が協働で、市民参加型の体験イベントを開催します。イベントのご案内や、開催報告
などをサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。 http://savejapan-pj.net/

奈良公園には、春日山原始林をはじめとする
貴重な自然が残されています。「この貴重な自
然をもっと知り、楽しんでほしい。」そんな思
いから、奈良公園をフィールドに活動する４
団体による自然を楽しむプログラムを実施し
ます。アースデイの 1 日を自然と共に過ごし
てみませんか？

アースデイ会場内に食事スペース用のテント
をご用意します。利用する際にお願いがひと
つ。決まった時間になったら、みんなで「い
ただきます！」をしましょう。一緒にテーブ
ルを囲んで食事する。ただそれだけの事だけ
ど、きっと素敵な  アースデイのわ（輪・和・環）
がつながります。

 　春日山原始林の木々を巡ろう  　春の奈良公園を五感で楽しもう

春日山原始林の木々を観察しながら歩きます。
実施エリア：春日山原始林　おすすめ：中学生以上
実施：春日山原始林を未来へつなぐ会

自然の不思議を観察して楽しもう！
実施エリア：飛火野周辺　おすすめ：子ども、親子
実施：奈良自然観察会
　　　（NACS-J 自然観察指導員奈良連絡会）

奈良公園の自然と歴史を楽しむツアーです。
実施エリア：東大寺周辺　おすすめ：中学生以上
実施：奈良・自然への感動を伝える会「ならなぎ」

五感を使ったネイチャーゲームで楽しもう！
実施エリア：飛火野　おすすめ：子ども、親子
実施：奈良県シェアリングネイチャー協会

1 2

　 春の奈良公園の自然と遊ぼう！　 　 奈良公園の自然と歴史を知ろう3 4

申し込み方法

奈良公園登大路園地（春日山原始林を未来へつなぐ会ブース）集合

定員

時間

各プログラム 20名（先着順・要申込）
10:00～13:00頃

件名に「春日山自然学校参加希望」と記載の上、❶参加者全員のお名前❷ご住所❸電話番号
❹メールアドレス❺希望するプログラムを記載の上、下記宛にメールにてお送りください。
もしくは、右側のQRコードを読み取りお申し込みください。
お申し込み先：kasugatsunagu@gmail.com（春日山原始林を未来へつなぐ会）

一緒に食べよう

Stamp Rally2017

※

OPEN AIR
LIVE!

おはなし と 音楽

春日山自然学校
プロジェクト

自然を楽しもう！

芝生の上でのんびり地球を感じる
おはなしと音楽をどうぞ

みんなで一緒にテーブルを囲んで
いただきますをしましょう。

奈良公園・春日山原始林を楽しむ
４つの自然体験プログラム

地球に優しい暮らし方をみつけて
みませんか？

自然を活かしたクラフトや
楽しくエコする体験プログラム。

オーガニック、フェアトレードなど
人と地球に優しい衣類や雑貨。

地球のチカラで作った農産物や、カラダに
優しく美味しいごはんを楽しめます。

ブースを回ってスタンプを集め
記念品がもらえます。

http://savejapan-pj.net

主催：春日山原始林を未来へつなぐ会、アースデイ奈良実行委員会／共催：NPO法人奈良NPOセンター
協力：認定NPO法人日本NPO センター／協賛：損保ジャパン日本興亜株式会社

お問い合わせ TEL 0742-49-6730　

Asian Shop Muta San
apa apa café
Amigo

Women's Future Center
café zuccu

KIZUNA Café

ひょうたんスピ
ー
カ
ー



（株） ミヤコ（株） テレ・アンド・テクノミヤコ
奈良市北之庄町 2番 2号

http://www.miyako-nara.com/

奈良市西登美ケ丘 2-12-32
TEL : 0742-40-3200

奈良三条通り店 奈良市下三条町43-1
TEL : 0742-25-3636

有限会社ポニーの里ファーム
高取町兵庫193-2/0745-67-0104

ナチュラル＆ヘルシーな中国料理
奈良市芝辻町2-11-1/0742-35-2022

自分らしく生きるためのサポート
奈良市北京終町24-2/0742-94-6800

奈良市小西町8-1ラフィーヌ東洋ビル1F
http://www.nature-doughnuts.jp/

華の館　
ブルーミストさわべ

筒井店　TEL : 0743-56-5187
大宮通り店　TEL : 0742-36-0878

中野司朗レディースクリニック
北登美ケ丘 5-2-1/0742-51-0101

奈良市三条大路1-10-8高橋第２ビル1F
TEL : 0742-36-0402 

あらゆる紙、事務用品、事務用機器
大和郡山市堺町32/0743-52-2401

河合町川合886-1
http://www.takkunbaum.com

有精卵と大和肉鷄 050-5004-8091
http://www.piyotama.com

大人が着る可愛い服 優しいスタイル
奈良市下三条町52-2/0742-24-2063

シャプラニール奈良連絡会
https://www.shaplaneer.org/

天理市三島町124 / 0743-63-5310
http://www.happy-photo.jp

葛城山麓の平飼い玉子のお菓子
TEL:090-5644-7397

Doi

奈良市高畑町728
TEL : 0742-87-2334

奈良市油阪町１番地61奥田ビル４F
http://astyle-color.com/

色のチカラで人と社会を元気に

子育て、共育ち、心の余裕を
一緒に作りましょう 矢澤富子

～器が地球にできること～
http://www.onedish.net/

奈良市法蓮町 150-3
TEL : 0742-35-6000

上林歯科医院
すてきな人生は健康な歯から

奈良市法蓮町150-3
kambayashikumiko@gmail.com

無垢の木の温もり。心地よい住まい。
http://www.kukan-s.jp/

リサイクル着物・アンティーク着物
生駒市北田原町2457-2/ 0743-89-0171

奈良市東城戸町 28
http://minamocoffee.tumblr.com/

南山城村高尾松の下７
http://ujitea-itokou.jp/

広陵町三吉542-2
TEL : 0745-54-0001

石窯ベーカリーレストラン
奈良市神功 4-6-6/0742-72-4183

奈良市二条町2-2-8/0742-33-1188
http://amicafe.jp/

奈良市小西町１－７
TEL: 0742-22-5225

奈良市椿井町51 2F/0742-26-3408
http://apaapacafe.com

ならしんは、歩んでまいります。お客さまと共に 街と共に
http://www.narashin.co.jp/

縁日イベントの物販　いち屋 .com　
奈良市法蓮町 559-1 ／ TEL : 0742-93-4093

シンガーソングライター氷置晋のマネジメントを通じて
地域への貢献と人々の幸せの実現を目指します。
http://nara-music-design.com/

斑鳩町 東福寺１-４-４４   
TEL : 0745-74-2504 

浅間商店

奈良市北ノ庄西町 2丁目 6-10　TEL : 0742-87-0642
solar@nisimotodenki.com

食の安全と品質を
確実にし、
食の多様性を守る
http://qpfs.jp/
Email: teddyhirota@yahoo.co.jp

“キチンと食べる、キチンと暮らす” をお届けしています。
奈良市佐保台西町 62番地 / 0742-70-4800 http://www.yotuba.gr.jp/

誰もが安心していられる居心地のよい場所を　
奈良市中山町 1324-1/ 0742-52-6399 / http://www.nicecare-support.com/

介護タクシーを利用した、旅行・観光サポート「旅サポ」/「学び処 結」
奈良市三条大路 2-520-3/0742-35-3755 http://human-heritage.jp/

住宅型有料老人ホーム

奈良市神殿町 644-1　TEL : 0742- 62-7577
http://www.tanikake.com/

近鉄奈良駅東改札口から出口１を出て東向北商店街徒歩１分
TEL:0742-23-4855

機密書類処理・ホームヘルパーのいる引越し屋
大和郡山市今国府町690 / 0743-59-6636 / http://www.kawabataunyu.com/

自然エネルギーで安全 安心 健康を願って農・畜産製品を創造します。
生駒市壱分町 764-2 / TEL: 0743-76-0890

理事長　高　田　知　彦

いつもあなたの “ちゅうしん ”です。

中西運送株式
会社

一般貨物・引越し・ピアノ・小荷物・車ラッピング広告・店舗および野だて看板
平群町西宮 2-2-51　TEL : 0745-45-5818　http://nakanishi-ex.com/

京都市右京区西京極豆田町２番地　京都工業会館 2F
TEL : 075-321-4767 FAX : 075-322-6901 http://www.keskyoto.org/

奈良県産の食材をふんだんに使用した手作り料理
奈良市東向南町６番地　県女性センター

環境にもからだにも優しい、心が宿る命を大切にした
「食事作り」をめざしています。 TEL : 0742-40-1040

実印・銀行印・認印・会社印・ゴム印・各種印刷 即日仕上げOK!
奈良市大宮町４丁目 275-5　TEL:0742-35-1085

こども達に安心を！有機野菜や安心安全でおいしい食材をお届けします。
http://www.shizenha.ne.jp/

自然豊かな空気をたっぷり含んだふわふわ菓子とカフェ
奈良市高畑町 738-2 ふれあい会館１階 /TEL:0742-27-2828

みんなが楽しく暮らせる愛にあふれたホームを目指しています
奈良市二条町２丁目 3-18 TEL : 0742-36-3166

私たちは奈良の活性化を目指す、総合コミュニケーション企業です。
生駒市元町 1-6-12 生駒セイセイビル 6F TEL: 0743-86-4100

内科 胃腸内科・外科 整形外科 外科 リハビリテーション科
肛門内科・外科 人間ドック TEL : 0742-36-5551

これからは、電気も大阪ガス。
大阪ガスのショールームディリパ奈良 学園北 2-4-1　TEL:0742-49-4850

布団のことならお気軽に 0743-67-0341
http://www.yamamotomatsu.co.jp

小規模多機能型居住介護/グループホーム
桜井市生田 235番地 /0744-42-0089

奈良市芝辻町 2丁目11-15
TEL・FAX 0742-33-0102

EARTH
DAY
NARA2017

奈良市北市町 36 / 0742-23-0701
http://www.iidasc.com/

奈良市三条本町3-9アモールビル1階
http://wfc-wa.com

奈良もちいどの「さつま揚げ百十余年」
http://www.uoman.jp

ずっと笑顔のお手伝い “炎なパートナー”
http://www.oglpg.co.jp

毎月最終日曜日９時～14時
JR奈良駅前広場

安全な食料は日本の大地から
奈良市北之庄町349/0742-85-0408

いっしょにさがそう じぶんに あった しごと
高取町丹生谷883-6/0745-67-0104

一般社団法人
なら人材育成協会

奈良市石打 2321
0743-92-0414

奈良市高畑町1076-1春藤第２ハイツ1F
TEL : 0742-24-4560

非常時に強いプチオフグリッドのすすめ
http://amaterras.grupo.jp/

パティスリーママロール
奈良市柏木町 519-19/0742-37-2632

インドネパールの本格家庭料理
生駒市小明町155-4/0743-73-7363

奈良市佐紀町2ならファミリー3号館2階・3階
TEL : 0742-35-8020

オーガニック ビーガン スパイス精進
080-4391-1842

Ethical Market
地球とつながるお買い物

Workshop
つくろう。やってみよう。

Food &Lunch
生きることは食べること

アフリカ理解プロジェクト
コーヒーを通して知るエチオピア

㈱アルペンローゼ
本格石窯で焼く天然酵母パン

いこま山のようちえん
心と体に優しいおやつと雑貨

一丁焼き 鯛焼き こたろう
一丁焼きを再現した鯛焼きの販売

㈱エコ・ユートピア
生駒山麓で育てた猪豚のハム

お茶の伊都幸
無農薬無施肥栽培で作ったお茶！

観月自然農園
奈良県のお米と苺を使ったおはぎ

クラウン ピエコロ
ピエコロ ポップコーン大作戦！

生活協同組合コープ自然派奈良
有機トマトすくい

SanS-Souci&Nourish。
奈良産いちごを使ったジュース

C.P.I. 関西教育里親会
奨学資金集めにセイロン紅茶販売

自然のまんま
こだわり食材の焼き菓子

シフォンケーキのDoi
葛城山麓の平飼い玉子のお菓子

旬の里・まみが丘
奈良県産の野菜、加工品の販売

瑞光庵
山の辺のタケノコご飯

スパイス精進モハマヤバート
オーガニックスパイス料理

たっくんのバームクーヘン屋さん
こだわりのバームクーヘン

谷川豆腐店
国内産大豆の豆腐や揚げ・生ゆば

手作りパン工房 ウーの森
奈良県産ひのひかり米もちパン

生パスタ専門店REALE
無農薬玄米のリゾット

奈良県農民連北和センター
奈良県産農産物の販売

奈良女子大学国際協力サークルHUA
手挽きのフェアトレードコーヒー

奈良女ともしびプロジェクト
被災地復興支援にパンと物品販売

㈱パプアニューギニア海産
天然えびのエビフライ

パリワール
無添加で安心・安全なお料理

fufu-melo
オーガニックごはんと焼き菓子

ホームカフェもくもく
奈良ひのひかり米粉揚げにくぱん

保養の旅えんむすび 
安心安全ナチュラル・スウィーツ

森のようちえん ウィズ・ナチュラ
明日香の古代米おにぎりやお菓子

大和郡山子どもの食を考える会
焼き菓子、ベーグル、農産物販売

よつ葉ホームデリバリー奈良
有機農産品等の販売と試食

わっかのぱんや 和
天然酵母のベーグルとスコーン

学びのブース
エコに暮らそう

Performer

EARTH BEAT WORKS
アクセサリーや革製品

earth-family.Dragon
麻糸を使って編むオリジナル帽子

Asian Shop Muta San
バリ島中心のアジア雑貨販売

いろんな国の雑貨と衣料RAKUDA
東南アジアを旅して見つけた雑貨

NPO法人 関西ワンディッシュエイド協会
不用食器のリユース&リサイクル

Saha Koyo
手作りモロッコ雑貨、靴サンダル

一般社団法人 ずいおう
障がい者の方の手作り製品

セレクトショップ Friends
地球とからだに優しい洋服・雑貨

紡生
布ナプキン下着と布オムツカバー

～手作りかご雑貨～クラフトＢＯＸ
紙バンドで作製した雑貨やＢＡＧ

天然木の輪 -rin-
杢目の美しい国産銘木の小物類。

奈良県建具工業協同組合青年部
木材を加工して作成した商品

奈良地域猫の会
猫達がのんびり昼寝できる街に！

Premiru
手紡ぎ・手織り・手作り衣料

村上メリヤス
オーガニックコットン製品

社会福祉法人 青葉仁会 木工房
素材にこだわった手作り商品です。

㈱いち屋
エコ素材を使った縁日ゲームです。

eco ※ eco 
消しゴムはんこでマイバッグ作り

音沙汰∞ otozata ∞ひょうたん工房
自家栽培 (奈良県産 )の瓢箪作品

春日山原始林を未来へつなぐ会
木の実を使ったクラフトなど

京セラソーラーFC奈良南／ア・マ・テ・ラ・ス
ソーラーで創エネ蓄エネゲーム

空間設計
古材・廃材を使った木教室

（独）国際協力機構関西国際センター（JICA関西）
アフリカの布のしおり＆アクセ作り
一般社団法人 地域未来エネルギー奈良 ／ 
NPO法人 サークルおてんとさん
環境かるたで省エネを知ろう

ちいさな町家ギャラリ～集
ゴム鉄砲・木工動物制作体験・販売

繋ぎ結ぶママ達の会
平和について親子で考えてみよう

DIPS 氣ウェルネスセンター
氣ヒーリング体験

NPO法人ナガサキピーススフィア貝の火運動ドリーム
温暖化帽子のマスコット作り

奈良県シェアリングネイチャー協会
ネイチャーゲーム体験

NPO法人 奈良ストップ温暖化の会（NASO）
自転車発電体験、竹馬にのろう

一般社団法人 日本自動車連盟奈良支部
子ども Eco カードの発行

ひーりんぐまむ  SARA&HappyAngels
地球に優しい雑貨と楽しい占い

ひまわりの会
布鯉のぼりの置物の製作体験

hemp428
革小物の販売とべんがら染め体験

ほっとねっと
ミサンガ作りワークショップ

（株）スピリットアロマケアブロッサム
アロマハンドトリートメント

AHURA JAPAN ／赤膚ネイチャークラブ
民芸品（ブータン難民支援）、団体紹介資料

大阪ガス LPG㈱
自然エネルギーの電力の提案

サヘルの森関西支部　
活動内容ポスター写真、現地のお茶

一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ
食品安全の現在の動きを知らせるパンフレットの配布

奈良県環境政策課
パネル展示とぬり絵

奈良合成洗剤をなくす連絡会　
合成洗剤と石鹸の実験とパネル展

奈良市地球温暖化対策地域協議会
プラスチックごみの影響について

奈良・市民放射能測定所
測定所及び放射能測定結果の説明

奈良脱原発ネットワーク
書籍、廃食油石鹸、DVD

EARTH DAY NARA

EARTH DAY 
NARA 2017
Supporter

2017

オーガニック、エコロジー、地産地消、平和、
フェアトレードなど、環境に配慮した商品や
美味しい食べ物、地球に優しい展示や体験
コーナーが 77 ブース！

ブースで買い物や体験をしてスタンプを集めよう！５つ集めたら
本部テントで記念品をプレゼント。

アースデイを盛り上げてくれるパフォーマーが登場します。会場
のどこでパフォーマンスがあるかは当日のお楽しみ。

毎日がアースデイ！
をめざして

つなげよう 広げよう アースデイの
わ（輪･和･環）

クラウン ピエコロ
クラウン ショー

con brio
アンクルン演奏

奈良市地球温暖化対策地域協議会
交通に関する紙芝居（予定）

ひーりんぐまむ SARA & HappyAngels
音楽　歌

地球と人を想う 77のブースが
奈良公園に集います


