
楽しいをいっぱい
4/21(Sat)10:00 ～16:00 ＠奈良公園 登大路園地

入場無料・雨天決行

楽しいをいっぱいTime Table MC：西の京高校地域創生コース

OPEN AIR
LIVE!

オープニング

エンディング

辻 明俊（興福寺僧侶）
都跡小学校ブラスバンド
con brio
仲川げん（奈良市長）
ヒョウコマーズ
根っこ 
特定非営利活動法人おてらおやつクラブ
ほりおみわ 
奈良ジャンベの会 
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2018Ethical Market

学びのブース WorkShop

Food &Lunch

主催：　　　　　　　2018 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）シーズクリエイト／奈良女子大学環境サークル eco-SA ／西の京高校地域創生コース
　　　奈良県立ろう学校／NPO法人宙塾／市民生活協同組合ならコープ／奈良市中心市街地活性化研究会　
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
　　　NPO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／産経新聞社／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 2018in なら

アースデイをたのしむ・学ぶ 80 ブース Access Map
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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！」。いきものが
調和して生きている地球。人間がこれ以上壊さないように、持続可能で平和な
「楽しい」をいっぱい提案したいと思います。

Stamp Rally2018 ※

OPEN AIR
LIVE!

春日山自然学校
プロジェクト

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

西の京高校地域創生コース有志による
日本文化体験とエコクッキング！

職人手彫りのオリジナルお茶の木はんこ
大和茶とケーキも楽しんで

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集め
記念品がもらえます

ひょうたんスピ
ー
カ
ー

春日山自然学校
プロジェクト

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、自然をテーマ
に活動する４団体によるプログラムを実
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？

 　春の春日山原始林を歩こう  　奈良公園の木と遊ぼう！

実施エリア：春日山原始林（北部遊歩道）
実施：春日山原始林を未来へつなぐ会

実施エリア：春日大社境内地、飛火野周辺
実施：奈良自然観察会（NACS-J 自然観察指導員奈良連絡会）

コース：登大路>戒壇院>大仏池>大湯屋>鐘楼>大仏殿前>南大門>登大路
実施：奈良・自然への感動を伝える会「ならなぎ」

実施エリア：奈良公園・奈良国立博物館南側付近周辺　
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

日時

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）

http://savejapan-pj.net

お問い合わせ TEL 0742-49-6730　

楽しいをいっぱい

高校生
PRESENTS

電源協力

高校生
PRESENTS

スタンプを集めてアースデイに行こう！

つなげよう 広げよう アースデイのわ（輪･和･環）
今年も地球と人を想う
80のブースが集います

ステージの電源はならコープ
の蓄電池をお借りしています。
（ならコープでんき：再生可
能エネルギー比率49％）

ごみゼロ ごみゼロ
EARTHDAYNARA

No!garbage!!



（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/

京都市右京区西京極豆田町２番地　
京都工業会館 2F

 http://www.keskyoto.org/
http://qpfs.jp/　

Email: teddyhirota@yahoo.co.jp

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

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

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

奈良県奈良市東登美ヶ丘 4-16-5
TEL:0742-43-6629

http://www.countryorganicnatural.com/

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

保養の旅えんむすび
http://enmusubi2016.blog.fc2.com/

奈良市白毫寺町228/0742-24-2178
http://www.hana-nara.com/top.html

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

色のチカラで人と社会を元気に

カラー総合スクール

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

京都府京田辺市興戸南鉾立94
https://ktsg.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/

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

“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/

斑鳩町 東福寺１-４-４４   
TEL : 0745-74-2504 

浅間商店

吉野の木としっくいの家
大和郡山市満願寺町814-6 / 0743-53-3355 / http://www.rinwa.jphttp://www.seikatsuclub.coop/

http://nara-music-design.com/

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/

天川村坪内232/ 0747-63-0333 

天川村山西298-3/ 0747-65-0333

奈良市恋の窪一丁目2番2号／0742-33-9528

天理市荒蒔町96-1／0743-68-3400

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

中西運送株式
会社

一般貨物・引越し・ピアノ・小荷物
平群町西宮 2-2-51　TEL : 0745-45-5818　http://nakanishi-ex.com/

ソーラーシェアリングなら

エコな未来をサポートする
橿原市土橋町 360-3/0744-47-4609/info@j-kanden.jp

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/

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

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

建築設計・耐震
省エネ・外壁塗装
リフォーム全般

奈良市学園朝日元町２－５６４
http:www.kyoei-prtime 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

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

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

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

奈良市高畑町 738-2 ふれあい会館１階
/TEL:0742-27-2828

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

設計力が自慢の奈良の工務店
http://www.arc-craft.com/

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
瓢箪の作品販売とワークショップ

春日山原始林を未来へつなぐ会 
木やどんぐりを使ったコマづくり

京セラソーラー FC奈良南
太陽光発電の電気でラジコン（昆虫）操作

NPO法人京田辺シュタイナー学校
パネル展示・手作り品と制作体験
（一社） 地域未来エネルギー奈良 ／ 
NPO法人 サークルおてんとさん
環境カルタでエコにチャレンジ！

（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＆ボタン作り

谷林業（株）
木工と薬草入浴剤の販売や体験

NPO法人 地域支援センター
自分で作る日本の伝統とアート

繋ぎ結ぶママ達の会
暮らしの中に活きる憲法の話、憲法の紙芝居

DIPS 氣ウェルネス
氣ヒーリング施術体験

奈良県環境政策課
パネル展示とぬり絵

奈良県シェアリングネイチャー協会
ネイチャーゲームの紹介と体験

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

奈良県建具工業協同組合青年部
木製品の販売とワークショップ
奈良女子大学・理学部・環境科学コース 
「がちかんプロジェクト」
奈良女発！学んで遊ぼう

（一社） 日本自動車連盟 奈良支部
自分で作る子ども Eco カード

母と子の貸切ひろば　トラパレ
多彩な人、もの、こと

hemp428
べんがら染め衣類販売と染め体験

（株）ボービック
今年の夏は手作りうちわで！

NPO法人 ほっとねっと
ミサンガづくりワークショップ

Ethical Market Workshop

Food &Lunch

アフリカ理解プロジェクト
エチオピアナチュラルなコーヒー

（株）アルペンローゼ
天然酵母、無添加の本格石窯パン

ホリスティック自然ファーム
超美味い自然農法の野菜を販売！

一丁焼き 鯛焼き こたろう
一丁焼きの鯛焼き

（株）エコ・ユートピア
健康をテーマにした食品づくり

お茶の伊都幸
無農薬・無施肥の宇治茶

CAFÉ-NeKKO
ビオ素材のコーヒー＆ワッフル

観月自然農園
奈良県産米や苺を使います。

生活協同組合コープ自然派奈良
有機トマトすくい・医療生協案内

国際協力サークルHUA
フェアトレードコーヒーと紅茶

SanS-Souci&Nourish。
奈良産お野菜・果物の加工品

（一社） ずいおう
障がいのある方が作ったクッキー

瑞光庵
奈良県産もち米を使ったよもぎ餅

スパイス精進モハマヤバート
オーガニックインド菜食料理

生活クラブ生活協同組合
おいしさと安心、体験できます

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
国内産大豆の手作り豆腐・揚げ

チョコっと復興
被災地復興支援にパンと物品販売

奈良県農民連北和センター
奈良県産農産物と加工品の販売

はとむぎの杜
はとむぎパン・有機はとむぎ茶

パリワール
安心安全な食材を使ったお料理

パン屋 福笑
有機食材を使った自家製酵母パン

ぶーぶーコロッケ
無農薬有機使用ビーガンコロッケ

fufufu&pachamama 
こだわりご飯とマクラメ雑貨

道草屋
アジアのワンプレートランチ

もくもく
奈良うまいもの認定あげにくぱん

森のようちえん ウィズ・ナチュラ
グルテンフリーおやつとおむすび

よつ葉ホームデリバリー奈良
有機農産物、国産小麦パンの販売

ライネライネルフ
卵の力でふくらむシフォンケーキ

学びのブース

社会福祉法人　青葉仁会
竹林整備により間伐した竹紙製品

EARTH BEAT WORKS
ハンドメイドアクセサリー

Asian Shop Muta San
インドネシア・バリ島の民芸品

アフラ・ジャパン/ANC赤膚ネイチャークラブ
ネパールとブータンの民芸品

（株） いち屋
ゴミの分別ゲームでエコ意識

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
食器の回収ともったいない陶器市

C.P.I. 関西教育里親会
紅茶を飲んで子ども達を学校へ！

紡生
布ナプキン、下着など

～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 
銘木を暮しに。樹の皿。樹の板。

Premiru
手紡ぎ・手織り・手作り衣服と布

PUNCHI LAMAI
アジアのフェアトレード雑貨

いこま山のようちえん
心と体に優しいおやつと雑貨

村上メリヤス
オーガニックコットン商品販売

心花屋　ミルク猫ママの会
猫愛満載！真心こもる手作り雑貨

奈良まちねこ TNRネットワーク
猫柄のバッグと肉球のプチケーキ

有限会社　坂口印房
大和茶の木にお好きな 1文字彫刻

市民省エネ・節電所ネットワーク
市民節電所への参加者募集

（一社） 食品品質プロフェッショナルズ
食品安全の大事さを説明

奈良県環境県民フォーラム　
フォーラム各分科会の活動紹介

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

ならコープでんき/（一財）再エネ協同基金
ならコープでんき相談承ります

奈良市地球温暖化対策地域協議会　
省エネクイズ、交通紙芝居の実演

NPO法人 奈良ストップ温暖化の会（NASO）

自転車発電で電気をつくろう

奈良 's 者
カブのススメ

フードバンク奈良
フードバンクってなあに？

奈良・市民放射能測定所
食品などの放射能測定結果の展示

奈良脱原発ネットワーク
書籍などの販売、署名を集めます

保養の旅えんむすび
保養について一緒に考えましょう

EARTH DAY NARA

EARTH DAY NARA 2018Supporter

2018

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
。

地球と人を想う 80のブースが
奈良公園に集います

楽しいをいっぱい

Performer

地球詩人ななら 
地球の調和をテーマに詩や絵などのアート
活動やコミュニティ活動をしています。

（株）ボービック
午前 1回午後 2回（各 30 分程度）ゆるキャ
ラ「奈良犬ならっしー」が登場 !


