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主催： 2022 実行委員会（奈良市あやめ池北 3-12-27NASO 内）TEL : 0742-49-6730
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アースデイ奈良はごみゼロイベント♪

アースデイ奈良は
持続可能なエネルギー
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。

電源協力

Renewable 
Energy ならコープでんき：FIT比率44%(2020年度実績)
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http://www17.plala.or.jp/earthdaynara/　
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不定期オンライン配信
当日会場の様子を
インスタライブで
お届けします !earthdaynara
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❶お箸
❷お皿（弁当箱など）
❸水筒やマイボトル
❶❷❸ともお持ちの方だけに
スタンプラリーボーナスあり！
食器ブースにお立ち寄りください。

お持ちのマイ食器の写真を撮って、
SNSにて「マイ食器写真館」を
開催します！イチオシのマイ食
器をお持ちください！

「マイ食器写真館」WEB開催

2022

人と自 然 の 関 わりの 中 で 残 さ れてき
た 春 日 山 原 始 林 や 奈 良 公 園 の 自 然
を、楽しみながら学ぶ 場として活かす
のが「春日山自然 学 校」。春日山の自
然と歴 史を学 ぶ 大 人 向 け、奈 良 公 園
の 自 然 で 遊 ぶ 親 子
向けの２つのコース
で開 校します。

春日山自然学校プロジェクト
自然を楽しもう！

共催：アースデイ奈良実行委員会
　　  NPO法人奈良ストップ温暖化の会
　　  春日山原始林を未来へつなぐ会
運営協力：奈良県シェアリングネイチャー協会

時間 11:00〜15:00 頃（受付 10:00〜）

集合 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）

申し込み方法

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・年齢 ❷ご住所 ❸電話番号 ❹メールアドレス
❺希望するコース　を下記宛にメールにてお送りください。
右側のQRコードからお申し込みも可能です。

【春日山原始林を未来へつなぐ会】
●お申し込み先：kasugatsunagu@gmail.com
お問い合わせ ☎0742-49-6730　

この事業は、近畿ろうきん
社会貢献預金（笑顔プラス）
の寄付金で実施しています。

❶ 歩いて学ぶ春日山コース

●定　員：30名程度
●対　象：小学５年生以上
　　　　　※小学生以下は保護者同伴
●時　間：11:00〜14:00（昼食持参）
●ルート：アースデイ会場⇆春日山遊歩道北部
●ガイド：春日山原始林を未来へつなぐ会　　　　
　　　　

春の春日山原始林を歩き、その自然と歴史、そして課題について学ぼう！

エンディング

仲川 げん （奈良市長）Talk

都跡小学校ブラスバンドMusic

辻 明俊 （興福寺僧侶）Talk

奈良教育大学附属中学校 ユネスコクラブ＆科学部Talk

ゆるりねっこわーくperformance

阪神はなぶえ会 ぴーひゃら♪Music

波動Music

Talk 愛農学園農業高等学校

春日山自然学校おかえりなさいTalk

奈良ジャンベの会Music

ヒョウコマーズMusic

10：0 0

11：0 0

12：0 0

13：0 0

14：0 0

15：0 0

15：4 0

ろう学校ダンス部Performance

OPEN AIR LIVE!

❷ 奈良公園でネイチャーゲーム

●定　員：各回 親子10組（20名程度）
●対　象：小学生以上の子どもとその保護者
        　　※未就学児は見学のみ
●午前・午後２回開催（いずれかお申し込み）
　❶11:00〜12:30　❷13:30〜15:00
●講　師：奈良県シェアリングネイチャー協会

奈良公園の自然を楽しみながら、自然と人のつながりについて学ぼう！

参加費無料

グループに分け、密接・密集にならないよう実施します

リユース食器について

「リユース食器」テントの「貸出所」にて1つ100円のデポジット
（預かり金）で貸し出し。（例：皿１＋箸１で合計200円）

借り方 （種類…コップ、カレー皿、小どんぶり、箸、スプーン等）

●マイ食器をお持ちでない方には「リユース食器」を貸し出します。
●リユース食器は事前に洗浄・煮沸消毒しています。気になる方には貸出時に
　アルコールスプレー（75％以上）で消毒します。
●「貸出所」と「返却所」をしっかり分けて感染予防に努めます。
●当日会場では一度使用した食器を洗って再び貸し出すことはしません。

❶
食事後、「リユース食器」テントの「返却所」にて
残飯と食器を分けて返却。1つにつき100円が返金される。❷

マイ食器と、マイバッグを
持って来てください♪
リユース食器の貸し出しもあります。

（デポジット制）

廃食油リサイクル燃料に生まれ変わります。
容器はお持ち帰りください。

使用済みてんぷら油回収します♪
　　NO!
MyCAR
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

感染症対策
について

三密を避け
実施します

マスクの着用
手指の消毒

検温等にご協力
お願いします

感染拡大状況
によっては

開催内容が変わる
可能性があります

4/23土

10:00〜16:00
@ 奈良公園 登大路園地

入場無料

＊イベントの内容は変更になる場合があります＊

雨天決行

2030年のゴールまであと8年
〜サステナブルを奈良から発信する〜 今年の

テーマ

お
は
な
し
と
音
楽

会場内に食事スペース用の日除けの
テントをご用意します。利用する際に
お願いがひとつ。テントで一緒に
なった人と、みんなで「いただきま
す！」をしましょう。小さなつながり
が生むあたたかさ。ひとつ空の下で、
みんなでいただきます！

一緒に食べよう、みんなでいただきます!

毎日が「アースデイ」のために！

「おとなりさん」と仲良くする
アイデア出し掲示板 会場

Instagram

となりの席の人、
となりに住んでる人、
となりのブースの人、
となりの国の人、
となりの動物たち、
となりの自然・・・
おとなりさんと仲良くなる方法、
思いついたこと、今やってること、
なんでもどんどん書き込んでください。

あちこち開催
アースデイ奈良2022 協賛イベント

団体・イベント名 とき・ところ 内容 QR

ならコープ
アースデー����inなら �/�（金）～��（日）

テーマ「美しい地球を守るために
一人ひとりが出来ること」お店や
配達時、インターネットでご参加い
ただける企画を行います。

  NPO法人 宙塾（おおぞらじゅく）

北永井町菜の花まつり
�/��（土）

��:��～��:��
宙塾（奈良市北永井町��-�）

農薬未使用の休耕田で満開の菜
の花を観てお絵かき、野の遊び、
防災体験など楽しもう！（参加費
無料、要申込：宙塾まで）

輪和建設
天然乾燥させた奈良の木の家づくり

  �/��（土）�:��～��:��（要予約）
輪和建設モデルハウス

（大和郡山市満願寺町���-�）

自然エネルギーを活用し、可変性の間取りで
長寿命の家を実現させたモデルハウスです。
天然乾燥させた吉野の木、漆喰、和紙、とい
った自然素材の心地良さをご体感ください。

樞 ～クルル～
café KURURU お弁当販売

  �/��（土）～��日（金）
café　KURURU

（奈良市東向南町�-�井上ビル�F-A・B）

イベント価格にてテイクアウトの
みでお弁当販売

山本建設株式会社
   ドロ－ン体験イベント（予約制）

�/��（土）��:��～
（宇陀市大宇陀野依）

ドローン体験で再エネ活用の未来
型物流をイメージしよう！
●問合せ☎����-���-���
h.y＠ｊ-kanden.jp

NPO法人フードバンク奈良
フードドライブ

�/��（金）��:��～��:��
奈良市フードバンクセンター
（奈良市佐紀町����）

ご家庭などに余っている食品をご寄付く
ださい【回収する食品】・賞味期限まで�
か月以上あるもの（酒類は引き取りません
）・常温で保存できるもの・未開封のもの

かんとりぃ
アースデイウイーク

  �月中
（詳細な日程はHPとInstagramで公開）
かんとりい（奈良市東登美ヶ丘�-��-�）

店内とInstagramにてアースデイ
を盛り上げ、オーガニック・フェア
トレードなど、かんとりいの当たり
前を伝え広げます。

大門玉手箱
大門玉手箱 in 初宮神社

�/��（日）
��:��頃～��:��頃

初宮神社（奈良女子大学正門斜め前）

一箱古本市と手作りマーケットを
コラボした大門玉手箱を開催

 京終みんなの よりあい処
もったいない陶器市

�/��(日）��:��～��:��
京終飛鳥神社

（JR京終駅より北へ徒歩�分）

不用な陶器の食器の回収と持ち帰
り自由市
●問合せ☎0742-94-6805



www.instagram.com/vemam.y

奈良市学園朝日元町２－５６４
www.kyoei-prtime

建築設計・耐震
省エネ・外壁塗装
リフォーム全般

nara-music-design.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 ☎0743-76-0890www.shizenha.net

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。

奈良市大宮町４丁目275-5 ☎0742-35-1085

実印・銀行印・認印
会社印・ゴム印・各種印刷

即日仕上げOK!

奈良市高畑町 738-2ふれあい会館１階
☎0742-27-2828 qpfs.jp

奈良市佐紀町2
ならファミリー3号館2階・3階

☎0742-35-8020

有限会社ポニーの里ファーム
高取町兵庫193-2 ☎0745-67-0104

いっしょにさがそう
じぶんに あった しごと

一般社団法人

高取町丹生谷883-6
☎0745-67-0104

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

☎0742-36-5551 奈良市二条町２丁目3-18　☎0742-36-3166

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
奈良市中山町1324-1 ☎0742-52-6399

www.nicecare-support.com

誰もが安心していられる居心地のよい場所を

三重県伊賀市別府690
ainogakuen.ed.jp

奈良市高畑町728
☎0742-87-2334

☎0742-23-4855
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

奈良市餅飯殿町38-1 ☎0742-24-8022
www.wakakusacurry.jp

奈良市小西町１-７
☎0742-22-5225

すてきな人生は健康な歯から
上林歯科医院

奈良市法蓮町150-1
☎0742-35-6000

 コミュニケーションデザインoffice

株式会社クオリア

MC・アナウンサー
ホスピタリティーアドバイザー

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

奈良市芝辻町2-11-1
☎0742-35-2022

ナチュラル＆ヘルシーな中国料理

大和郡山市堺町32
☎0743-52-2401

あらゆる紙、事務用品、事務用機器

有精卵と大和肉鷄
☎050-5004-8091
www.piyotama.com

www.shaplaneer.org
シャプラニール奈良連絡会 奈良市石打2321

☎0743-92-0414

生駒郡斑鳩町神南3丁目13-13
www.magohichi.com

奈良市芝辻町2丁目11-15
☎0742-33-0102

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

橿原市土橋町360-3 ☎0744-47-4609 info@j-kanden.jp

ソーラーシェアリングなら

奈良市東登美ヶ丘4-16-5
☎0742-43-6629

www.countryorganicnatural.com
京都府京田辺市興戸南鉾立94

ktsg.jp

奈良市北之庄町349
☎0742-85-0408

安全な食料は日本の大地から

奈良市北市町36 ☎0742-23-0701
www.iidasc.com

www.uoman.jp

奈良もちいどの
「さつま揚げ百十余年」

奈良市地球温暖化対策地域協議会

会
員
募
集
中

奈良市高畑町1076-1
春藤第２ハイツ1F
☎0742-24-4560

華の館
ブルーミストさわべ

大和郡山市筒井町１３５６−１
☎0743-56-5187kinouta.co.jp

相談しやすい薬局・ドラッグストア

平群町西宮2-2-51　☎0745-45-5818
nakanishi-ex.com

一般貨物・引越し・ピアノ・小荷物

中西運送株式
会社

安心・安全・快適な住まいづくり

〒636-0212
奈良県磯城郡三宅町石見523-50 
☎0745-60-3163
FAX 0745-60-3168

近畿ろうきんの取組みはこちら！

www.naracoop.or.jp
奈良市出屋敷町141-1
www.hatomugi.shop enmusubi2016.blog.fc2.com

保養の旅えんむすび

satobigokoro.org

奈良市橋本町3-1 0742-27-1111
https://bonchi.fun

amaterras.grupo.jp

NPO法人
青少年自立援助センターブルーム

☎0745-21-4771
npobloom.com

天理市荒蒔町96-1
☎0120-577-039

出展内容は
コチラ！ ※順不同

「アースデイ」とは、
世界中で地球のことを
思い行動する日。
「アースデイ」とは、世界中で地球のことを思い行
動する日。地球のこと、環境のこと、平和のことな
どを考え、その人なりの様々な方法で発信する場
です。1 6回目となるアースデイ奈良の今年の
テーマは「2030年まであと8年」~サスティナブ
ルを奈良から発信する～。最近、いろんなところ
で目にするSD G s（持続可能な開発目標）とは
「2030年には少なくとも、こうなっていたいよね」
という、今も未来も安心して住み続けられる地球
であるためのゴール設定です。一人一人の小さく
とも具体的なアクションで実現させ、その先に
「100年後は毎日がアースデイ」を目指したいも
の。キャッチフレーズは「つなげよう広げようアー
スデイのわ（輪・和・環）」。アースデイ奈良のブー
ス、ライブ、各地の「あちこち開催」など素晴らし
い取り組みの輪、地球のどこにも戦禍があってほ
しくないし、身近なところからも「共に生きよう」
を考えるための本部企画「おとなりさんと仲良く
するアイデア掲示板」の和、それぞれが蒔いた小
さな種がやがて「いただきます」「ありがとう」と
言われるものになり、命が繋がっていくことの環。
そんなあれこれを体感しあって、素晴らしい未来
をつくるための1日にしましょう。

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

奈良市三条大路2-520-3　☎0742-35-3755　human-heritage.jp

介護タクシーを利用した、旅行・観光サポート「旅サポ」

nara.seikatsuclub.coop

“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　www.yotuba.gr.jp京都府木津川市相楽城下18-1 ☎0774-73-3222／FAX 0774-73-3304 yururi-necco.jimdo.com

奈良市宝来3-11-2 ☎0742-47-8878 www.hikari-event.co.jp

奈良市椿井町51西側
https://iro-toiro.shopinfo.jp

www.yamato-shinkin.co.jp

www.kawabataunyu.com
大和郡山市今国府町690
☎0743-59-6636

機密書類処理・ホームヘルパー
のいる引越し屋

www.kukan-s.jp
奈良市登美ヶ丘3丁目2-10コスモビル1階

yuriko-minato.stores.jp

グルテンフリーのお菓子

奈良市東向南町5-1 井上ビル2F-A・B
www.nl-kururu.com

100%オーガニックコットンの下着

suganokoubou.com

EARTHDAY NARA 2022 Supporter
協賛いただきありがとうございます

奈良市菅原東1-22-13 メゾンピュアⅡ 102号
arinomamma.com www.yama-zoe.com

リトルファンファンで検索

奈良キリスト教会附属
子ども園リトルファンファン

輪和建設株式会社
www.rinwa.jp

吉
野
の
木
と

し
っ
く
い
の
家

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

奈良市油阪町１番地61奥田ビル４F

学びブース

learning

体験ブース

Workshop &
Performance

飲食ブース
Food & Drink

物販ブース
Ethical Market

京田辺シュタイナー学校
学校紹介
虹染め体験・手作り品

さよなら原発なら県ネット
パネル展示、署名活動

市民省エネ・節電所
ネットワーク
省エネ・節電をしよう！
○○のために

食品品質
プロフェッショナルズ
食品安全に関するカタログ類

えまう×璃音
絵と踊りと音の
即興パフォーマンス

音沙汰∞otozata∞
ひょうたん工房
瓢箪作品の販売と
ランプ、マラカスのワークショップ

春日山原始林を
未来へつなぐ会
木を使った
簡単なクラフトなど

空間設 計
木のぬくもりを感じる雑貨の販売

JIC A関西
SDGsのクイズに答えてみよう！

地域未来エネルギー奈良／
サークルおてんとさん
環境かるたでエコにチャレンジ！

奈良学生ガイド
英語で挑戦鹿折り紙！
鹿と触れ合いガイド！

奈良県環境政策課
パネル展示とぬりえ

奈良市地球温暖化対策
地域協議会
お手玉などの昔遊び体験＆
エコクイズで景品

奈良ストップ温暖化の会
NASO
自転車発電体験、
紙パックで竹とんぼ作り

阪神はなぶえ会
ぴーひゃら
陶器製や木製の鼻笛の
実演販売を行います

ほっとねっと
余り糸でミサンガづくりの
ワークショップ

大和森林管理協会／
KUBERU
奈良の木で作る！
暮らしに活かす木工DIY

奈良キリスト教会附属
子ども園リトルファンファン
園生活の写真展示と
野菜くずで遊ぼう

いこま山のようちえん
ジュース、おやつ、ワークショップ、
似顔絵

観月自然農園
山菜炊き込みごはん、
手作り柚子味噌こんにゃく

glutenfree patisserie
YURIKO MINATO
からだとこころにやさしい
米粉のお菓子です

樞～クルル～
エシカル・サスティナブル
SDGｓ商品食品

コープ自然派奈良
国産小麦粉100％パンほか
国産ジャムなど

Bioscape
奈良の郷土料理、
柿の葉寿司をお楽しみに♪

はとむぎの杜
はとむぎパンと
はとむぎ製品の販売

奈良女子大学
国際協力サークルHUA
フェアトレードコーヒーや
お菓子等の販売

どうで YAMA-ZOE
山添村の野菜が
たっぷり溶け込んだスープ等

Doi+
唐揚げ・かき氷・
こんにゃく・ぷりんなど

Spice PARIWAR
無添加料理でも
満足していただけます。

ずいおう
自家製の材料で作った食べ物と
着物の小物

自然な暮らし
commu+cafe コリコック
里山むすび、揚げもの、
自家製ソーダ

Sans-Souci
いちごジュース、
大豆ミートからあげなど

サキナハラールフード奈良
スパイスと
ビリヤニ弁当と飲物の販売

Asian Shop Muta San
天然・自然素材に拘った
手作り民芸品

青葉仁会
青葉仁会で生産している食品や
製品等を販売

愛農学園農業高等学校
愛農学園で生産した
有機農産品販売

奈良脱原発ネットワーク
原発はいらないと思う仲間が
ブースにいます

紡生・tsumugi・
オーガニックコットンの
布なぷきんと下着等

TEC地球環境委員会
紙パックから作った紙を使った
小物の販売

よつ葉ホームデリバリー奈良
有機野菜・果物の販売と
活動紹介

よしむら
獣医さんが作った、
愛犬手作りごはん

ゆるりねっこわーく
ガラスアート＆さをり織りの
小物販売♡

スガノ工房
オーガニックコットン100％の肌着

C.P.I.関西教育里親会
スリランカ製の民芸品を
取り揃えました

さとびこ編集室
さとびごころバックナンバーと
関連グッズ

森のようちえんウィズ・ナチュラ
保護者会サステナme 
ようちえんの活動紹介や
母の手しごと品販売

保養の旅えんむすび
保養に関する
書籍の販売をします。

Premiru
手紡ぎ・手織りの綿や
生糸シルクの衣服と布

坂口印房
大和茶の木に１文字落款印彫刻

～手作りかご雑貨～
Craft Box
紙バンドを編んだ
手作りのかご雑貨・BAG

関西施設
ネジロボット、
組子コースター組立、販売

花咲
ハーブティー、手作り雑貨、
ドライハーブ

奈良県農民連北和センター
奈良県産の環境に配慮した
農産物の販売

日本野鳥の会奈良支部
図書「奈良野鳥物語」を
１００円で販売

えん工房
笑顔が生まれるような
陶芸作品をお届け。

ならっぷ
オーガニックコットンの
蚊帳生地タオル

yye
オーガニック食品の量り売り、
吉野木材品

もくもく
手作りお弁当、
オリジナル揚げにくぱん販売

Hozu ままや 
自家製シロップのかき氷や飲料、
発酵保存食

vemamy
植物性素材の創作和菓子と
大和抹茶アート

bakery+arinomamma
自家製酵母
オーガニック無農薬素材のパン

生活クラブ
生活クラブの
サステナブルな取組みを見て！

奈良県環境県民フォーラム
県民フォーラムの各分科会の
活動等を紹介

奈良県シェアリング
ネイチャー協会
自然を楽しむ
ネイチャーゲームの紹介

奈良公園ゴミゼロプロジェクト
実行委員会
奈良公園の鹿に関連した展示、
グッズ販売等

奈良合成洗剤をなくす
連絡会
危険な香料と合成洗剤の追放
パネル展示

ならコ ープ
ならコープでんきの
取り組みのお知らせ

はかるなら
（奈良・市民放射能測定所）
測定所・測定結果の説明と
珈琲・野菜の販売

山本建 設
カーボンニュートラルによる
未来の暮らしを提案

ブースめぐり♪
スタンプラリー
ブースで買い物や体験をし
てスタンプを集めよう！
５個以上集めたら本部テン
トで記念品をプレゼント♪


