
生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

３月28日 日 14:00

生物多様性を守る森作り講演会

【第１部】事例発表
１．生物多様性を守る
～企業・団体との協働による「富士山の森づくり」～
（オイスカ本部協働事業部 菅原弘誠氏）
２．バングラデシュのマングローブ植林
（オイスカ中部日本研修センター研修課　モハマド・ラヒ
ム・ウラ氏）
【第２部】環境講演会
テーマ：生物多様性と日本人の自然観
（東京外国語大学名誉教授　奈良 毅 氏）

（財）オイスカ愛知県支部
公益
法人
等

七福醸造㈱本社 ２階
会議室（安城市東端町
南用地57）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://oiscactc.cool.ne.jp/20100328.pdf

３月28日 日 13:30

シンポジウム「生物多様性保全における拠点機関の
　　　　　　　　　役割―ＣＯＰ10を契機として」
１．はじめに
２．生物多様性保全に向けた先進的な事例
３．この地域での生物多様性保全に何が必要か
４．総合討論

名古屋市／名古屋市科学館／日本
植物分類学会

地公
体／
学

名古屋市科学館サイ
エンスホール（名古屋
市中区栄二丁目１７番
１号）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4183

３月28日 日 13:30

おかざきラウンド・テーブル
「生きもの豊かなまちづくり」

1 基調講演
「生物多様性と私たちにできること」
（愛知県生物多様性キャラバンアドバイザー　長谷川明
子氏）
2 パネルディスカッション
「岡崎市の生物多様性の現状と課題」
ファシリテーター（司会進行）：中日新聞論説委員　飯尾
歩氏
コメンテーター：長谷川明子氏
パネリスト：鳥川ほたる保存会会長　今泉清氏／西三河
野鳥の会前会長　小嶋良武氏／おかざき湿地保護の
会会長　名倉正志氏／岡崎養蜂業組合組合長　野本
節也氏／八丁味噌協同組合理事長　早川久右衛門氏

岡崎市
地公
体

岡崎市図書館交流プ
ラザ「りぶら」

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.okazaki.aichi.jp/sisei/100
301/ma/01.htm

３月28日 日 10:00

シデコブシと藤七原湿地自然探訪エコツアー

田原市は周東海湖要素の植物である「シデコブシ」の宝
庫です。シデコブシの株数が日本有数（シデコブシは日
本にしかないので世界有数）の1,500本余あります。
隣接の滝頭公園のソメイヨシノやコバノミツバツツジに
先駆けて咲く藤七原湿地のシデコブシの秘密を探る自
然観察会です。

田原市観光協会
地公
体

田原市田原町藤七原
藤七原湿地駐車場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4089

３月27日 土 15:30

草地学会自由式シンポジウム4
「生物多様性と半自然草地－成立と維持に向けた戦
略」

○プログラム
・シンポジウムの趣旨説明
　（近畿中国四国農業研究センター　高橋佳孝氏）

1． 文理融合的アプローチによる半自然草原維持プロ
セスの解明（総合地球環境学研究所　湯本貴和氏）
2． 日本の草地の歴史（京都精華大学人文学部　小椋
純一氏）
3． 半自然草地の変遷史と草原性生物の分布（長野県
環境保全研究所　須賀　丈氏）
4． 里地里山における半自然草地の多様性と維持機構
（農業環境技術研究所　楠本良延氏/平舘俊太郎氏）

・総合討論

日本草地学会 学
三重大学生物資源学
部206講義室（Ｂ会場）

http://grass.ac.affrc.go.jp/jsgs2010/jiyu-
sympo-menu.html

３月27日 土 10:00

「味わって知る表浜」
表浜の沿岸域は、多くの魚種が捕れることを知っていま
すか？太平洋の外洋に面した表浜は、豊かな自然環境
が海の幸を育み、漁獲されたものが全国に出荷されて
います。
「味わって知る表浜」では地産地消・知産知消（私たち
の地域や地元でとれたものを知り、美味しく頂く）で、表
浜海岸や地域の魅力について学びます。

講　師：愛知県水産試験場　中村 元彦 氏

谷ノ口里浜里山育成会 / NPO 法人
表浜ネットワーク/伊勢・三河湾流域
ネットワーク

ＮＧＯ
田原市神戸市民館内
農業環境改善センター
調理室

http://www.omotehama.org/report09/201
0/03/post_372.html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
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３月27日 土

COP10ってな～に？
～身近な生き物を守るため、みんなで考えてみよう～

１　トークライブ「生物多様性ってな～に？」
　（鉄崎幹人氏）
２　COP10クイズ大会
３　矢田川ミニ水族館
４　COP10パネル展示

ヤダ川発見隊／東区役所まちづくり
推進室／東保健所

ＮＧＯ
／地
公体

名古屋市東区役所
講堂

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4203

３月27日 土

「平湯に巨樹あり～巨樹・巨木めぐりトレッキング」

　中部山岳国立公園内に位置する平湯周辺は、亜高山
針葉樹と落葉広葉樹が混生する森が展開しています。
残雪残るこの時季にしか入山することができない原生
の森へ足を踏み入れ、歴史の生き証人である巨樹・巨
木を観察し、その大きさを体感します。
　また、樹木を通じて種の多様性・遺伝の多様性・生態
系の多様性といった生物多様性についても意義を深め
ます。

◎講座内容
ブナやトウヒなどの巨樹・巨木めぐり

飛騨・北アルプス自然文化センター 国
中部山岳国立公園
奥飛騨温泉郷平湯地
区　輝山

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4118

３月25日 木 12:30 あつた産業「再発見」ツアー
熱田区まちづくり協議会あったか人
まちづくり専門員会／名古屋学院大
学地域連携センター

中央卸売市場／名古
屋国際会議場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4175

３月24日 水 14:00

「企業における生物多様性マネジメントの現状と今後の
対応について」
（大阪大学大学院工学研究科特任教授、三菱ＵＦＪリ
サーチ＆コンサルティング(株)マネジメントシステム部長
矢野昌彦氏）

社団法人　環境創造研究センター／
愛知県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

公益
法人
等／
地公
体

　名古屋都市センター
14階　特別会議室（名
古屋市中区　金山南ビ
ル内）

http://www.kankyosoken.or.jp/whats_new
/220324.pdf

３月24日 水 14:00

第三回環境学公開講演会

主旨：生物多様性を理解するために
　　　－生物多様性を保全する環境調和型社会の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実現をめざして－
◎「環境と共存する製造業を目指して」
　（名古屋大学大学院環境学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　佐野充氏）
◎「貝ひろいで楽しむ生物多様性」
　（名古屋大学大学院環境学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　林誠司氏）
◎「生命の誕生と生物多様性」
　（名古屋大学大学院環境学研究科・寄附講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　安田公昭氏）

名古屋大学大学院環境学研究科
しんきん環境事業
イノベーション寄附講座

学
西尾信用金庫本店1F
会議室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.env.nagoya-
u.ac.jp/news/pub/2010shinkin.htm

３月24日 水 13:30

生物多様性入門セミナー
「いのちのつながり　よくわかる生物多様性」

●基調講演
 「いのちのつながり よくわかる生物多様性」（仮題）
（名古屋市立大学准教授 香坂 玲氏）
●講演
 「企業と生物多様性：IUCNの経験をもとに」（仮題）
（IUCN（国際自然保護連合）日本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｵﾌｨｽ・ｼﾆｱﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄｵﾌｨｻｰ 古田 尚也氏）
●活動報告
・「中経連の取組み」について（仮題）
（社団法人中部経済連合会COP10支援担当事業企画
グループ部長 河野 義信氏）
・「名商の取組みとメッセナゴヤ」について
（名古屋商工会議所企画振興部環境・エネルギーグ
ループ長 土江 文誉氏）
・「日本経団連自然保護協議会の取組み」（仮題）
（日本経団連自然保護協議会企画部会長 石原 博）
●活動発表 KNCF支援NGOなどと自然保護協議会会
員企業による協働事例発表
・ ㈱損害保険ジャパンとバードライフアジアの事例
・ 大成建設㈱・清水建設㈱とアニマルパスウェイ研究会
の事例
・ 中部電力㈱と南遊の会の事例

公益信託日本経団連自然保護基
金・
日本経団連自然保護協議会

愛知県産業労働セン
ター ウインクあいち９
階 ９０１号室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.keidanren.or.jp/kncf/needs/n
10030202.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

３月24日 水 13:30

カメ博士も参加する山崎川今昔ふぉーらむ

　山崎川グリーンマップの子供達が一昨年からはじめて
いる、昔山崎川で遊んでいた地元のおじいさんさんたち
からの聞き取り集が完成します。この本の取材で感じた
ことを世代を超えて話し合います。
　山崎川で一昨年からイシガメ保護のために協力をお
願いしている日本カメ自然誌研究会の矢部隆先生か
ら、専門家としてのご意見をうかがいます。
　フォーラム終了後はザリガニやカメの帽子を作るワー
クショップを開催します。

山崎川グリーンマップ／山崎川さくら
塾／瑞穂区役所

ＮＧＯ
／地
公体

瑞穂運動場審判室
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.m1.mediacat.ne.jp/~a-
ohya/newpage10.html

３月24日 水 10:00

スウェーデン自然学校協会派遣団訪日イベント
平針の里山視察と環境シンポジウム

【第一部】
平針の里山 現地視察
（シンポジウムのパネリストとともに、里山の散策を行い
ます。）
【第二部】
プレCOP10環境シンポジウム
「スウェーデンの環境教育と日本の環境教育のこれか
ら」
(スウェーデン自然学校協会派遣の環境教育専門家５
名による先進的な取り組み事例の紹介とパネルディカッ
ション）

名古屋工業大学　建築・デザイン工
学科　藤岡研究室

学

【第一部】
平針の里山 現地視察
現地集合:名古屋市天
白区天白町大字平針
字黒石2878-366

【第二部】
名古屋工業大学　２号
館一階　Ｆ２教室
（名古屋市昭和区御器
所町）

http://www.wa.commufa.jp/~hirabari/inde
x.html

３月24日～
28日

水～日 ９:30

下水道科学館企画展「水辺の多様な生き物」

水と生き物づくしの企画展
・　水生昆虫から学ぶ川の水質
・　微生物のはたらきを学ぶ
・　生き物に触れる

名古屋市上下水道局
地公
体

下水道科学館（名古屋
市北区名城１丁目３－
３）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.water.city.nagoya.jp/?detail&id
=747

３月23日 火 ９:30 AP-BONワークショップ 名古屋大学豊田講堂 http://www.j-bon.org/archives/396

３月21日 日 13:00

第９回長良川エコカフェ２０１０in 桑名

１）木曽三川河口域「輪中の歴史と自然及び文化」（仮
題）
　（長島町輪中の郷館長　諸戸靖氏）

２）桑名市「六華苑の歴史と文化」（仮題）
　（未定）

岐阜大学工学部ものづくり技術教育
支援センター

学
桑名市「六華苑」
（三重県桑名市大字桑
名６６３番地５）

http://www1.gifu-
u.ac.jp/~tech2/centeractivity/ecocafe/ec
ocafe.htm#nagaragawa

３月21日 日 11:30

サイエンス・カフェ
「 おかげ様の世界 」
～　仏教的視点から考える生物多様性　～

本年（2010年）10月、生物多様性条約COP10（世界閣僚
会議）が名古屋で開催されます。弊NPOでは、生態系
サービスの一つである食を通じて、より分かりやすく生
物多様性を理解して頂くために、講師（専門家・研究者）
を招き、飲み物や食事をしながら語り合うサイエンス・カ
フェやランチを開催しています。今回は、真宗大谷派
徳行寺の山下正敏氏をお招きしてサイエンス・カフェを
開催します。ご参加頂ければ幸いです。

特定非営利活動法人生物多様性
フォーラム　あいちの食（生態系サー
ビス）でおもてなしプロジェクト

NGO

名古屋市熱田生涯学
習センター(料理室)
（名古屋市熱田区熱田
西町2-13）

３月21日～
22日

 日～月祝 10:00

COP10プレ・コンファレンス

21日
・基調講演「生物多様性条約新戦略計画の策定」（生物
多様性条約事務局　デイビッド・クーパー氏）
・科学と政策の対話（進行：株式会社レスポンスアビリ
ティ取締役　足立直樹氏）
・セッション１：生物多様性の損失を引き起こす間接要因
・ディスカッション

22日
・基調講演
・セッション２：生物多様性の損失を引き起こす直接要因
・セッション３：生物多様性とそれに関連する生態系サー
ビスの保全と回復

環境省／DIVERSITAS(生物多様性
科学国際共同計画)／名古屋大学

国／
学

名古屋大学東山キャ
ンパス豊田講堂

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.env.go.jp/press/press.php?se
rial=12144
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３月21日 日 10:00

国際理解講演会「 霊長類の 多様性 と 進化 」
～人もサルの仲間 霊長類に学ぶ進化と共生～

講 師：理学博士 日本モンキーセンター 主任学芸員
　　　　高野 智氏

展 示：世界のサル類展
　　　　COP10 生物多様性パネル展示

犬山市
地公
体

犬山国際観光センター
２階「多目的研修室」

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://blog.canpan.info/iia/img/6/monkey
_1.pdf

３月20日 土 ９:30

いのち満ちる山河
－『恵那・山里の聞き書き2010』刊行記念シンポジウム
－

＜プログラム＞
第１部　山里の聞き書き活動紹介
第２部　『いのち満ちる山河』発表
第３部　聞き書きの現場へ
第４部「恵那の山の幸と篠島の海の幸を囲んで交流会」
第５部　「この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける」
　　　　　（結城登美雄氏）
第６部　「山里の暗黙知 ～COP10に向けて、
          これからの私たちに大切なもの～」
　　　　　（駒宮博男氏）

NPO法人山里文化研究所 NGO
岐阜県恵那市・中野方
コミュニティセンター

http://www.yamazato4.com/

３月20日 土 14:00
「風にふかれて　フェアトレード」
講演：中村隆市氏

風”ｓ（ふ～ず） ＮＧＯ ウィルあいち http://www.huzu.jp/html/tayori_158.html

３月20日 土～日 11:00

しぜん文化祭ｉｎみえ

（１）ブース展示：　２０日（土）１１時～２１日（日）１５時
（２）シンポジウム：２０日（土）１３時～１７時１５分
　事前の参加申し込みが必要です。
（３）活動アピール会：２１日（日）１０時３０分～１２時
（４）自然観察会：２１日（日）１２時３０分～１５時

しぜん文化祭ｉｎみえ実行委員会

三重県三重郡菰野町
大字菰野1418番地
「菰野地区コミュニティ
センター」

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4187

３月20日～
22日

 土～月祝

生物多様性と薬草（自然の恵み）

食フェスタブース参加
数種類の薬草の原木と刻みを展示し、簡単な薬草当て
クイズを行い、薬用部位を学んでもらう。またその数種
をブレンドした薬草茶を試飲してもらう。パネルとリーフ
レットで食物の五味寒熱を説明。

社団法人　名古屋市薬剤師会
公益
法人
等

吹上ホール（千種区）
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4227

３月20日～
22日

 土～月祝 なごや食フェスタ2010 なごや食フェスタ実行委員会 吹上ホール（千種区）
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://nagoya-shokufesta.jp/

３月20日～
21日

土～日

博覧会開幕５周年　アースエコロジースタンプラリー

愛・地球博記念公園の大芝生広場会場内で実施する。
愛・地球博のシンボル的存在グローバルループの床材
をスタンプ印
として加工し、クイズ形式で会場内の各ブースに設置
し、押印しながら実際に万博の遺産に触れながら理念
継承を図り、COP１０テーマも盛り込み、スタンプを通じ
て出展者との自然な交流も図れる存在感のある全く新
しいスタンプラリーとして展開していく。

愛・地球博閉幕後の会
愛・地球博記念公園
（モリコロパーク）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4124

３月19日～
28日

金～日

里山展
●里山に関するパネル展示
・里山と私たちの暮らし
・里山のしくみ
・里山のいきもの
・森づくり活動をする市民活動団体 など

●東海美の里百選コーナー（資料協力：東海農政局）
・東海地方の里山を紹介するスライドやパネル展示 な
ど

名古屋市緑化センター（指定管理
者：（財）名古屋市みどりの協会）

地公
体

名古屋市緑化センター
（鶴舞公園内）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4222

３月15日 月 13:00

第２２回「経営者＆総務担当対象セミナー」

第一部
講演「自然に学ぶものづくり」
（株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所（UDI） 赤
池学氏）
第二部
講演「企業を成長させる環境経営とは」
（名古屋大学環境学研究科　佐野 充 氏）

朝日新聞社 企業
朝日ホール（名古屋市
中区栄1-3-3朝日会館
15階）



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
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３月14日 日 15:00

フォーラム
「暮らしに生かそうCOP10！」生物多様性を考える

第一部　基調講演
　　　「発酵で地球を救おう」
　　　（東京農業大学名誉教授　小泉武夫氏）

第二部　パネルディスカッション
コーディネーター
　（京都大学生存圏研究所所長　川井秀一氏）
パネリスト
　（名古屋学院大学教授　木村光伸氏／
　愛知学泉大学教授　矢部隆氏／
　名古屋大学大学院准教授　山本一清氏／
　株式会社縄文生物研究所代表取締役　稲益和子氏）

COP10 SATOYAMA COMMUNITY
NETWORK（COP10さとやまネット）

名古屋能楽堂
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4191

３月14日 日

生物多様性イベント　「山に木を植えよう」

　平成20年9月の集中豪雨で崩壊した鈴鹿山系朝明渓
谷で、県の復旧工事とタイアップする形で植林を行いま
す。植樹は、この地域の植物遺伝子をかく乱しないよう
に、この地域で採取された実生の苗木を中心に、高木
層や亜高木・低木層の樹種約360本を予定しています。
　鈴鹿山脈（やま）から伊勢湾（うみ）にいたる生態系を
取り戻すため、広域の自然系団体が連携して行いま
す。

NPO法人
四日市大学自然環境教育研究会

ＮＧＯ
三重郡菰野町朝明渓
谷　（伊勢谷）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4041

３月14日 日 10:00

「郷土種子苗木」植栽地環境調査ワークショップ
～戸田川緑地と東山の森の地質・土壌・動植物を調べ
よう～

＜東山新池北広場環境調査＞
調査項目（予定）：地形・地質・土壌及び哺乳
類・植物等の生物調査
講師：村松憲一氏（地質）
野呂達哉氏（哺乳類）ほか

郷土種子を活用したなごやの緑化及
び生物多様性保全推進協議会

戸田川緑地・中央地区

３月14日 日 10:00

第5回農を変えたい！全国集会in東海
食と農と地域をつなげる人の輪をつくろう
―農が変われば、国が変わる―

有機農業推進地域連携会議

第5回農を変えたい！全国集会in東
海実行委員会/
農を変えたい！全国運動

名城大学天白キャン
パス　名城ホール（共
通講義棟北）

http://nou-wo-kaetai.net/

３月13日 土 10:00

「郷土種子苗木」植栽地環境調査ワークショップ
～戸田川緑地と東山の森の地質・土壌・動植物を調べ
よう～

＜戸田川緑地環境調査＞
調査項目（予定）：地形・地質・土壌及び爬
虫類・哺乳類・植物等の生物調査

講師：村松憲一氏（地質）／野呂達哉氏（哺乳類）ほか

郷土種子を活用したなごやの緑化及
び生物多様性保全推進協議会

戸田川緑地・中央地区

３月13日 土 10:00
第5回農を変えたい！全国集会in東海
食と農と地域をつなげる人の輪をつくろう
―農が変われば、国が変わる―

第5回農を変えたい！全国集会in東
海実行委員会/
農を変えたい！全国運動

名城大学　共通講義
棟南101（名古屋市天
白区塩釜口1-501）

http://nou-wo-kaetai.net/



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

３月13日 土 10:00

国際シンポジウム「私たちのくらしと自然との共生」
～国際生物多様性年を迎えて～

◎基調講演：「COP10における日本の役割」
　(名古屋市立大学大学院　経済学研究科
　准教授　香坂玲氏)
　
◎パネルディスカッション
パネリスト：
・多良峡もみじの名所作り実行委員会　大嶽喜久氏
・輪之内町「カワバタモロコ」保存活動　田中博氏
・染色家（関市在住、米国出身）
　　　　　　　　　　　　　　　リチャード・カルビン 氏
・ナチュラリスト（郡上市在住、カナダ出身）
　　　　　　　　　　　　　　　リチャード・ジャヌタカ 氏
・myJICAマレーシア代表団代表

岐阜県世界青年友の会 ボランティアハウス
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4157

３月12日 金

生物多様性保全に関する研修会
～農地土壌の物質循環を通じた
　生物多様性保全へのアプローチ～

・講師による研修会
～農地土壌の物質循環を通じた
　生物多様性保全へのアプローチ～
　（東京大学名誉教授　中野 政詩 氏）

農林水産省東海農政局整備部 国
名古屋農林総合庁舎
第二号館会議室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4229

３月11日 木 10:00

『伊勢湾流域圏における
                            自然共生型環境管理技術開発』
 平成21年度研究成果報告会

◎概要説明：
 「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」は
 どこま で進んだか(研究代表者：名古屋大学大学院
 工学研究科　辻本哲郎氏）
◎口頭発表
 （１）陸域の水・物質輸送と生態系サービス評価の枠
　組み（名古屋大学大学院工学研究科　戸田祐嗣氏）
 （２）海域における生態系サービス評価手法について
　～アサリ生活史を考慮した湾内流動・水質・
   生態系モデル～ （国立環境研究所アジア自然共生
   研究グループ 東　博紀氏）
 （３）生態系サービス評価モデルを用いた
　施策群比較 （国土交通省国土技術政策総合研究所
　河川研究部　藤田光一氏）
 （４）農地～農業水路系の環境修復シナリオと評価モ
  デル （農研機構農村工学研究所施設資源部
　髙木強治氏）
 （５）河川生態系における生態系サービス評価に
  ついて （土木研究所水環境研究グループ
　三輪準二氏）
 （６）アサリの生活史を考慮した資源回復支援ツール
  の開発 （水産工学研究所水産土木工学部　桑原久実
氏）
◎運営委員会の報告
◎総合討論

文部科学省科学技術振興調整費受
託研究「伊勢湾流域圏の自然共生
型環境管理技術開発」研究グループ

学
名古屋大学
ＩＢ電子情報館

http://www.errp.jp/katsudou.html#conf4t
h

３月９日 火 14:00

第１８回　自然共生河川研究会
【テ ー マ】  「人と水と生物多様性」

【特別講演】「生物多様性を考える」
（兵庫県立人と自然の博物館　館長　岩槻　邦男　氏）
　
【課題講演】
 １ ）「農と水産からみた流域圏
　　　　　　　　　　　　―湧水の恵みと生物多様性」
　　（総合地球環境学研究所　副所長・教授
　  秋道　智彌　氏）
　
２ ）「種の保全，遺伝的多様性，淡水魚の多様性と攪
乱」
　　（京都大学大学院理学研究科　准教授
　  渡辺　勝敏　氏）
３ ）「流域圏から生物多様性保全を考える」
　　（名古屋大学大学院工学研究科　准教授
　  戸田　祐嗣　氏）
　
【パネルディスカッション】
コーディネーター：
　名古屋大学大学院工学研究科
　教授　辻本　哲郎　氏
パネリスト：４名のご講演者

（財）ダム水源地環境整備センター
／（財）リバーフロント整備センター

公益
法人
等

ミッドランドスクエア オ
フィスタワー　５階　ミッ
ドランドホール

http://www.wec.or.jp/center/jyouhou/ko
uenkai/H21/18kyosei.htm

３月７日 日 ９:30

「COP10に向けた市町村リレー植樹～あなたの植えた1
本が地球の未来をつくる～」

愛知池　県民参加　森と緑づくり　植樹祭
東郷町　尾張治山緑化振興会

地公
体

東栄町立東部小学校
（北設楽郡東栄町大字
下田字軒山13－7）

愛知池百年森公園（愛知郡東
郷町大字諸輪地内）

http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/content
s/0000030/30408/100225-besshi1.pdf
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３月６日 土 17:00

アースデイとやま2010連続講座
「イチからわかる生物多様性」
総論3．生物多様性の保全はどのように行うべきか

　様々な生態系の中には、保全のために人の行為を極
力排除すべきものと、逆に積極的に人が関わるべきも
のがあります。保全のために行ったはずの行為が、逆
に生物多様性を損なうこともあります。特定の生き物ば
かりを大事にする保護のあり方にも大きな問題がある
でしょう。こうした点について、わかりやすく説明します。

アースデイ富山2010
富山大学五福キャン
パス　オープンカフェ
AZAMI

http://earthday-
toyama.org/modules/news/article.php?sto
ryid=262

３月６日 土 13:30 あいち 田んぼの生きもの調査
ウィルあいち２階「特別
会議室」

３月６日 土 13:00

伊勢湾森と海の未来
●基調講演「社会的共通資本と生物多様性」
　(東京大学名誉教授　日本学士院会員
                                                 　宇沢弘文氏）
●パネルディスカッション
　「流域の人と自然がつながるために」
＜コーディネーター＞
 中日新聞　岐阜支社長　片田知行氏、
＜パネラー＞
 東京大学大学院　清野聡子氏/
 藤前干潟を守る会　辻淳夫氏/
 矢作川水系森林ボランティア協議会　丹羽健司氏/
 川の人、海の人など）
●プレゼント抽選会

中部地方環境事務所 国
愛知県産業労働セン
ターウィンクあいち
大ホール

http://chubu.env.go.jp/to_2009/0204a.ht
ml

３月６日 土 10:00

里なび研修会
～持続可能社会へ向けた里地里山の保全活用手法～
「生態系ネットワークを考える研修会」

 愛知県内で生物多様性保全の取り組みを行う団体を
軸に生態系ネットワークの構築について学びます。
（講師：東京大学大学院教授：鷲谷　いづみ氏）

環境省自然環境局 国
愛知県半田市（日本福
祉大学半田キャンパ
ス）

http://www.satonavi.go.jp/seminar_h21/sa
tonavi_seminar_h21.pdf

３月６日 土 ９:30

湿地セミナー「都市の湿地を考える」

フィールド見学：
９:30～12:00

湿地セミナー：
13:30～16:00
＜プログラム＞
１．講 演
　（１）『植生調査から見た大森八竜湿地』
　　　（成章高校教師　中西 正氏 ）
　（２）『名古屋市の湿地について』
　（ため池の自然研究会会長　浜島繁隆氏）

２．ディスカッション
　講演の内容を踏まえて、セミナー参加者で、
　「なごやの湿　地とその保全方法」について
　議論したいと思います。
　（コメンテーター：中西 正氏、浜島繁隆氏
　コーディネーター：
　　なごやの森づくりパートナーシップ連絡会/
　　滝川正子氏）

なごやの森づくりのパートナーシップ
連絡会

フィールド見学集合場
所：
守山環境事業所

セミナー会場：
金城学院大学ｗ-9号
館205号室

３月５日 金 18:30

第4回中部ESD拠点連続講座
テーマ：
「伊勢湾再生」を捉え返す－ガバナンス再生の視点から
海辺のローカルガバナンスの側面から

＜話題提供１＞海辺のローカルガバナンスの側面から
 漁師さんがとりくむ海の資源管理――
　　　　　　鳥羽の離島「答志島」を訪ねて
　（三重大学研究員　竹峰 誠一郎氏）

＜話題提供２＞ 流域単位の広域ガバナンスの側面か
ら
　「生物多様性」概念と流域の水循環政策
　（中部ＥＳＤ拠点運営委>員会委員、三重大学教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山 進氏）

中部ESD拠点
中部大学名古屋キャ
ンパス（510教室）
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３月５日 金 午後

生物多様性国際会議「霊長類のゲノム多様性研究」

・「チンパンジー“アイ”ゲノムプロジェクトと
　　　　　　　　　　　　　　霊長類ゲノムデータベース」
　（京都大学　阿形清和教授／国立情報学研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　藤山秋佐夫氏）
・「ネアンデルタール人のゲノムと遺伝子」
　（ドイツ、マックスプランク進化人類学研究所
　　　　　教授　スバンテ・ペーボ（Svante Paabo）氏）

京都大学霊長類研究所
国際共同先端研究センター・
共同利用研究プログラム

学
犬山国際観光センター
「フロイデ」

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4044

３月５日 金 10:00

「COP10に向けた市町村リレー植樹～あなたの植えた1
本が地球の未来をつくる～」

東部小学校閉校記念「ドングリの森」植樹式
東栄町教育委員会 学

東栄町立東部小学校
（北設楽郡東栄町大字
下田字軒山13－7）

http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/content
s/0000030/30408/100225-besshi1.pdf

３月１日 月 10:30

“教育ファーム”スタディinとうかい

◎講演
　[農業と生物多様性
　－私たちと自然の繋がりを理解するために－]
　（名古屋市立大学大学院経済学研究科
　　准教授　香坂玲氏)
◎自然の恵みを感じよう－調理体験・試食
　・季の野の台所（ちらしずし、玄米麹の甘酒）
　・西村自然農園（野菜のおすし）
　※メニューは変更の可能性がございます。
◎教育ファーム推進事業協力団体事例発表
◎東海地域の団体による実践活動の事例発表

東海農政局 国
ゴジカラ村内「ほとぎの
家」

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.maff.go.jp/tokai/shohi/seikats
u/farm/farm_tokai.html

２月28日 日 13:30

シンポジウム「COP10とトヨタの里山破壊を考える」

◎講　演
・「トヨタテストコース計画の概要と問題点」
（21世紀の巨大開発を考える会　織田重巳氏）
・「里山の生物多様性と希少鳥類の保護」
（NPO法人愛知生物調査会　高橋伸夫氏）
・「ミゾゴイの生態とその保全」
（ミゾゴイ研究家　中田利夫氏）
◎全体討論 「COP10とトヨタの里山開発」

愛知県野鳥保護連絡協議会
（構成団体：愛知生物調査会、渥美
自然の会、岡崎野鳥の会、尾張野鳥
の会、海上の森自然観察会、カラス
の弁護人ネットワーク、三ヶ根ハヤブ
サを守る会、扇子山のタカの渡り観
察グループ、名古屋鳥類調査会、西
三河野鳥の会、21世紀の巨大開発
を考える会、日本野鳥の会愛知県支
部、パンダクラブ愛知、藤前干潟を
守る会、三河湾水鳥調査会)

ＮＧＯ

名城大学　名駅サテラ
イト(多目的室)（名古屋
市中村区名駅3-26-8
名古屋駅前SIAビル13
階）

http://bio-
diversity.info/pdf/20100228.pdf

２月28日 日 13:00

市民フォーラム「外来種が増えて何か困るの？」
【基調講演】
「ブラックバスはなぜ悪いのか」
（近畿大学農学部　環境管理学科　水圏生態学研究室
　教授　細谷和海氏）

【報告】
１「今、円山川のアライグマ、ヌートリアは、・・・・」
　（兵庫県森林動物研究センター　専門員　稲葉一明
氏）
２「ハチゴロウの戸島湿地、外来種と闘う！！」
　（ＮＰＯコウノトリ湿地ネット　副代表　佐竹節夫氏）
３「円山川の外来種、アレチウリを中心に」
　（「国土交通省豊岡河川国道事務所　未定）
４「猪名川の外来種対策の実際(植物を中心に)」
　（株式会社里と水辺研究所／兵庫県立大学
　客員准教授）
　
【質疑応答など】

コウノトリ生息地保全協議会
（NPO法人コウノトリ市民研究所／
NPOコウノトリ湿地ネット／ コウノトリ
環境経済コンソーシアム／但馬野鳥
の会／豊岡市)

豊岡市民会館
大会議室（４階）

http://www.city.toyooka.lg.jp/www/conte
nts/1266540253369/index.html

２月28日 日 ９:30 里山の恵み きのこ菌打ち体験会 田原市都市建設部街づくり推進課
地公
体

衣笠市民館及び衣笠
学習の森（田原市田原
町栄巌５１）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=3927

２月27日 土 13:30

ビオトープ・ガーデン
～庭やベランダの小さなふれあいの場づくり～
 （第４回）
「生物多様性のまち　なごやへ
（ビオトープ・ガーデンコンクール表彰）」

なごや環境大学実行委員会 事務局
地公
体

伏見ライフプラザ５階
鯱城ホール

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007363
&caldate=2009-9-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
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２月27日 土 13:30

第８回長良川エコカフェ２０１０　ｉｎ　柳津
講演
１）
長良川下流部支流「境川の昔と今」
（柳津町吉村造園会長・日本樹木医会岐阜県支
部長
吉村隆雄 氏）
２）
長良川下流部支流「境川緑道公園(こいこい祭)」
（上級プロジェクトワイルドファシリテーター
西松和代氏）
３）
長良川下流の環境とサツキマス猟について
（長良川サツキマス漁師　大橋亮一氏）

岐阜大学工学部ものづくり技術教育
支援センター

学

珈琲香房
「輝春（きはる）」
（岐阜県岐阜市柳津町
上佐西三丁目149番
地）

http://www.narec.or.jp/images/stories/do
c/gifu_ecocafe8.pdf

２月27日 土 13:00

子ども水辺フォーラム～川から海を考える～

基調講演：環境省中部地方環境事務所野生生物課
事例発表：十社小学校（員弁川）、
　　　　　　多度中小学校（多度川）、
　　　　　　大江小学校（海津市ウシモツゴ）、
　　　　　　四日市西高校（三滝川）、
　　　　　　大垣東高校（津屋川）、
　　　　　　北村淳一（祓川）
パネルディスカッション

水辺フォーラム実行委員会・
伊勢湾再生研究プロジェクト

桑名市メディアライブ
多目的ホール

環境省後援 http://www.eco.pref.mie.jp/shizen/news/
mizube.htm

２月27日～
３月1日

土-月 13:00

環境教育ミーティング中部2010
○プログラム
27日
オープニングセレモニー／基調対談「生物多様性をめぐ
る世の中の動きと人々の暮らし」／分科会ゲストプレゼ
ンテーション（１．希少生物、２．映像とWeb、３．サイン、
４．エコフィッシング、５．家庭菜園、６．森のようちえん
※分科会タイトルはいずれも仮称）／分科会サインアッ
プ／夕食（オードブルパーティー＆中部食紀行）／ 交流
会）
28日
朝食（自然學校レストラン）／分科会　＜第1部＞お互い
の考えを共有しよう／ 昼食（自然學校レストラン）／分
科会　＜第2部＞みんなのアイデアをカタチにしよう／夕
食（自然學校レストラン）／全体会「分科会の作業中間
報告とフィードバック」／交流会
1日
朝食（自然學校レストラン）／分科会　＜第3部＞2010
年のアクションプランをつくろう／全体会「分科会報告
会」／フェアウェルパーティー（軽食のお茶会）全日程参
加

環境教育ミーティング中部実行委員
会

岐阜県大野郡白川村
馬狩223 トヨタ白川郷
自然學校

http://earthday-
toyama.org/modules/news/article.php?sto
ryid=265

２月24日 水 14:00

愛知県勤労会館 職業サービスセンター 講演会
『生物多様性とビジネス』

講師：名古屋市立大学大学院経済学研究科
                                               准教授 香坂玲氏

愛知県勤労会館
職業サービスセンター

地公
体

愛知県勤労会館 小
ホール（名古屋市昭和
区鶴舞１丁目２番32
号）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.ailabor.or.jp/work/pc/21koyo
ukanri.pdf

２月21日 日 12:30

第４回「川のワークショップみえ」
◎活動発表
　各団体の発表のあと、 専門家と
   参加者の全員参加で、意見交換を行います。
　（専門家：朴恵淑氏／木本凱夫氏／原田泰志氏）
◎全体総括
◎賞状・記念品の授与

川づくり会議みえ ＮＧＯ 三重県庁講堂 http://kawamie.iinaa.net/index.html

２月21日 日 11:30

サイエンス・ランチ
「 エゾシカの保護管理と現状 」
～森とエゾシカと人の共生策を考える～

●講演：（社）エゾシカ協会　事務局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井田宏之氏
　　「 エゾシカの保護管理と現状 」
　　～森とエゾシカと人の共生策を考える～
●サイエンス・ランチ:
　　北海道の蝦夷鹿と対馬の猪を使ったジビエ料理

特定非営利活動法人
生物多様性フォーラム
あいちの食（生態系サービス）で
おもてなしプロジェクト

ＮＧＯ

名古屋市西生涯学習
センター　料理室
（名古屋市西区浄心一
丁目1-45）

環境省中部地方環境事務所後
援

２月20日 土 14:00

生物多様性条約と先住民族の権利
－生態系サービスを守る先住民族の智慧と伝統－
　（第３回）
　日本は単一民族？それとも多文化共生？
　－日本の中の先住民族問題－

ＮＰＯ法人　生物多様性フォーラム ＮＧＯ
名古屋市市政資料館
第３集会室（東区白
壁）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007367
&caldate=2009-12-1

２月20日 土 13:30

「なごやエコピープルｃａｆｅ」 ＣＯＰ10を知ろう！
～あなたとＣＯＰ10、生物多様性との関わりは？～
セミナー＆交流会
講師：生物多様性条約第10回締約国会議
　　　支援実行委員会事務局
　　　総務・調査グループ長(主幹)　河田誠一氏

なごや環境大学

エコパルミーティング
ルーム
(名古屋市中区栄1-
23-13 伏見ライフプラ
ザ13階)

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/tinycontent/rewrite/sem1
00220.doc
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２月20日 土 13:30

「生物多様性の恵みと経済の新たな仕組み」
基調講演
（エコ・ヨーロッパー代表　クリスティーネ・フォン・ワイツ
ゼッカー氏／明治学院大学教授　磯崎博司氏）
パネル討論
（名古屋大学地球水循環研究センター教授　安成　哲
三氏／名古屋大学エコトピア科学研究所教授　林　希
一郎氏／中部環境パートナーシップオフィス　新海洋子
氏／朝日新聞論説委員　伊藤智明氏）

名古屋大学環境学研究科／名古屋
大学グローバルＣＯＥ／朝日新聞社

学／
企業

朝日ホール（名古屋市
中区栄１－３－３朝日
会館15階）

２月20日 土 11:00

平成２１年度　ぎふ森林づくり交流会

●山の恵みワークショップ
　　（講師・協力：
　　　　ＮＰＯ法人山菜の里いび　小寺春樹氏）
●団体活動紹介（予定）
　　「木の駅プロジェクト」
　　（ＮＰＯ法人夕立山森林塾　丹羽健司氏）
　　「里山の保全活動」
　　（里山クラブ可児　村上悌司氏）
　　「木育の紹介」
　　（岐阜県木育推進員　上村智彦氏）
●講演「生物多様性と森林づくり」
　　（講師：岐阜大学地域科学部教授　肥後睦輝氏）
●森林づくり意見交換会

ぎふ森林づくりサポートセンター
岐阜県立森林文化ア
カデミー　森の情報セ
ンター

http://gifu-
mori.net/archives/file/h21sabosen_kouriy
ukai.pdf

２月20日 土 10:00

「みどりいっぱいプロジェクト
　　　　　　　　　　　　　　～水辺の育樹・観察会～」

　・育樹・観察会
　・樹木観察
　・樹木の名板設置
　・除草・ゴミ拾い
　・お楽しみ会（豚汁炊き出し）

愛知県尾張建設事務所／
日進市市民生活部環境課

行政
岩崎川（日進市北新町
一ノ井橋から下流右岸
約160メートル区間）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4076

２月18日 木 15:00

今、地球の水が危ない！
美しい未来への責任ある第一歩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2760 地区から始めよう
・ ガバナー補佐挨拶（IM 趣旨説明）
・ 田部井淳子氏によるCOP10 基調講演
 　　　　　　　　　　　 「水と生物多様性について」
・ 「水、水、水」映像放映
・ 松尾葉子氏指揮による交響楽団演奏「水」
・ 懇親会開催

名古屋大須ロータリークラブ
名古屋東急ホテル ３Ｆ
ベルサイユの間

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=3743

２月18日 木 14:00

連続セミナー
～持続可能な社会の構築に向けた
　　　　　　　　　　環境人材育成のあり方～（第１回）
「自然共生社会の構築に向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　環境人材育成のあり方」

・講演『企業と生物多様性の関わり』
　（東北大学大学院生命科学研究科
　生態適応グローバルCOE特任教授　 竹本徳子氏）
・環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備会の紹介
　『環境人材育成コンソーシアムについて』
　（EcoLeaD事務局）
・ 事例報告①
　『リコーの環境教育・啓発活動』
　　（（株）リコー社会環境本部
　　環境コミュニケーション推進室長　 益子晴光氏）
・ 事例報告②
　　『名古屋市における生物多様性の取組』
　　（名古屋市環境局生物多様性企画室長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田達雄氏）
・  企業と生物多様性の関わりなどに関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　会場全体での意見交換

環境人材育成コンソーシアム
準備会

（財）桜華会館松の間
（愛知県名古屋市）

http://www.eco-lead.jp/organization.html
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月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

２月17日 水 14:00

「企業とNPOの環境活動セミナー（第２回）」
（１）主催者あいさつ
（２）基調講演
・「NPOと企業の協働を進めるために
　　　　　　　　　　　　　　　～環境の事例を中心に～」
　　（NPO法人パートナーシップ・サポートセンター
　　　　　　　　　　　　　　 代表理事　岸田 眞代氏）
・「アカウミガメのふるさと 遠州灘海岸を守る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～NPOと共に～」
　　（ヤマハ発動機(株)　総務統括部
　　　　総務部環境・施設グループ　渥美  勝浩氏）
（３）パネルディスカッション
　　「NPOと企業の協働を進めるために」（仮題）
　＜コーディネーター＞
　NPO法人パートナーシップ・サポートセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸田 眞代 氏
　＜パネリスト＞
　・ヤマハ発動機(株)　渥美  勝浩  氏
　・NPO法人 花と緑と健康のまちづくりフォーラム
　　　　　　　　　　　　理事・事務局長　　田村 亨氏
　・中部環境パートナーシップオフィス
　　　　　　　チーフプロデューサー　新海　洋子氏
　・環境省中部地方環境事務所
　　　　　　　 統括環境保全企画官　細川　真宏氏

愛知県
地公
体

名古屋国際会議場
4号館
会議室431・432

http://www.pref.aichi.jp/0000029581.html

２月17日 水

生物多様性保全に関する研修会

・各組織の取り組みを紹介
・講師による研修会
～地球を意識しながら、日本の食料自給力確保と
　　　　　　　　　　　　　持続可能な国土経営を考えよう～
（（財）日本水土総合研究所　中道　宏 氏）

農林水産省東海農政局 国 名古屋能楽堂
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4141

２月17日 水 13:00

生物多様性セミナーｉｎ三重
1　基調講演
「農業にとって、生物多様性とは何なのか」
　（農と自然の研究所 代表理事 宇根 豊氏）
2　講演
・「生物多様性と私達の暮らし」
　（国際連合大学高等研究所  いしかわ・かなざわ
　オペレーティングユニット所長　あん・まくどなるど氏）
・「生物多様性に配慮した森林管理」
　（速水林業代表、（社）日本林業経営者協会会長
　　速水 亨氏）
・「ヒト、そして１億種類の生物に共通する簡単な原理」
　（ノンフィクション作家／獨協大学特任教授
　　山根 一眞 氏）
・「生物多様性に配慮した農地・水・環境保全向上活動」
　（多気町勢和地域資源環境・活用協議会事務局長
　　高橋 幸照 氏 ）
3　フリーディスカッション

農林水産省 東海農政局 国

ホテルプラザ洞津 ２階
「末広の間」
三重県津市新町1－6－
28

http://www.maff.go.jp/tokai/press/kikaku
/100114.html

２月17日 水

第二回環境学公開講演会

主旨：
生物多様性を理解するために
－生物多様性は私たちの生活に
　　　　　　　　　　　　どのような関わりがあるのか－

・ 「生物多様性とCOP10～開催計画について」
　（愛知県顧問（環境担当）
　COP10 支援実行委員会総括参与　林清比古氏）
・「情報機器を動物につけて環境と生態を観る
　　　　　　　　　　　～バイオロギングの紹介～」
　（名古屋大学大学院環境学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　依田憲氏）

名古屋大学大学院環境学研究科
しんきん環境事業
イノベーション寄附講座

学
刈谷市市民会館
 まつの間・たけの間

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4056

２月16日 火 15:15

「2010愛知環境賞 表彰式」
「第22回ＥＰＯＣ講演会・交流会」
・主催者挨拶
　（愛知県知事　神田　真秋氏／
 　ＥＰＯＣ会長・㈱デンソー代表取締役会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深谷　紘一氏）
・「２０１０愛知環境賞」　表彰式
　　　　　　　　　　　（金賞・銀賞・銅賞・特別賞　他）
・講演会
　「環境革命の時代と生物多様性そして企業活動」
　（桐蔭横浜大学　医用工学部
　　　　　　　　　　　　　特任教授　涌井　雅之　氏）
・交流会
　優秀事例のパネル展示、意見交流会

愛知県
地公
体

ローズコートホテル
 表彰式及び講演会（４
階「ローズルーム」）
交流会（３階「アプロー
ズ」）
（住所：名古屋市中区
大須４－９－６０）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://aichi-shigen-
junkan.jp/kankyoushou/



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

２月16日 火 13:30

新しい県土づくりのすすめ
　　　　　 ―自然と共存する美しい県を目指して―
プログラム
第１部
「自然と共存するまちづくりのすすめ
　　　　　　　　　　　　　 －国内外の事例から学ぶ－」
（（財）日本生態系協会理事 ／日本ビオトープ管理士会
理事 ／（財）埼玉県生態系保護協会 事務局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堂本泰章 氏）
第２部
「さあはじめよう！ だれでもどこでも
　　　　　　　　　　　　　自然再生ふくい行動プロジェクト」
（福井県安全環境部自然環境課　自然環境保全グルー
プ主任　松村俊幸 氏）

日本ビオトープ管理士会
福井県国際交流会館
２階　第１・２会議室 http://www.biotop-

kanrishi.jp/2009_7th.pdf

２月16日 火 10:00

環境カウンセラーと行くVIII セントレアまるごとウォッチン
グ2009（第５回）
「植物防疫所の役割・生物とともに」
（海上保安庁の役割・気象庁の役割）

環境カウンセラー　岡本明子 ＮＧＯ セントレア
なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000007516

２月14日 日 13:30

森林学習会「森に眠る命と宝」
・講師
　中川芳江氏
　大場龍夫氏

新城市 「森と人をそだてる森林総合
産業創出プロジェクト」

地公
体

新城市鳳来開発セン
ター3階大会議室
（愛知県新城市長篠字
下り筬1-2　新城市鳳
来総合支所（旧鳳来町
役場）横）

http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/
1,15883,c,html/15883/20100112-
145829.pdf

２月14日 日 13:30

猪高緑地・里山再生シンポジウム2010
テーマ「いたかの森を考える」

・パネルトーク「これからの里山再生を考える」
　～いたかの森と自然環境を育むもの～
　市民参加の里山の保全と利用
　（岐阜大学名誉教授　林 進氏）

・報告座談会ならびにパネルディスカッション
　「いたかの森楽集講座」取り組みの報告
　（名東自然倶楽部 布目 均氏）
　
パネリスト：
　名古屋市緑政土木局緑地部長 寺西 健氏／
　名古屋市環境科学研究所 土山 ふみ氏／
　名東自然倶楽部 布目 均氏
コーディネーター：
　岐阜大学名誉教授 林 進氏

「いたかの森里山再生プラン」市民
会議実行委員会

ＮＧＯ 名東区役所講堂
ＣＯＰ10支援実行委員会：
COP10＠パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4071

２月13日 土 17:30

アースデイとやま2010連続講座
「イチからわかる生物多様性」
総論2．生物多様性はどのように衰退しているか

　現在地球上から生物種が絶滅していく速さは、１日に
50～100種ほどと推定されています。遺伝子の多様性
はもっ急速に失われているでしょう。その原因とされて
いる、自然環境の過剰利用や乱開発、外来生物の問題
について、富山県内外の話題をもとにお話します。

アースデイ富山2010
富山大学五福キャン
パス　オープンカフェ
AZAMI

http://earthday-
toyama.org/modules/news/article.php?sto
ryid=262

２月13日 土 14::00 名古屋ため池市民調査などの報告会 名古屋市
地公
体

八事興正寺（光明殿）
http://www.kankyo-
net.city.nagoya.jp/biodiversity/reservoir/i
ndex.html

２月13日 土 10:30

東三河生物多様性セミナー
・講演会
　「生物多様性と生物多様性条約：東三河とCOP10」
　（名古屋市立大学　准教授　香坂玲氏）
・オプショナルツアー
　豊川河畔林・六条潟

東三河自然環境ネット事務
名豊ビル７階ホールＡ
Ｂ

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.e-mikawa-shizen.net/?cat=4

２月９日 火 19:00

第４回　夜学塾
「森のバランス」
～最近、シカ・イノシシ・クマ・サルといった野生動物が
里に出没し、問題となっています。山で彼らの身にいっ
たい何が起こっているのでしょうか。生態系のバランス
と人との関わりを保全生態学と山肉の利用・山の暮らし
といった観点から議論しましょう。～
（ゲスト：
　岐阜大学　応用生物科学部教員　安藤　正規氏／
　山肉専門店　星野屋社長　片町　彰　氏）

ＣＯＰ１０　ＳＡＴＯＹＡＭＡ　ＣＯＭＭＵ
ＮＩＴＹ　ＮＥＴＷＯＲＫ

ＮＧＯ

太閤本店　伏見店
（名古屋市中区栄2-2-
12　ＮＵＰ伏見ビルＢ１
Ｆ）
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２月７日 日 13:00

「北陸における里山保全等による生物多様性保全関す
るワークショップ」
実施発表者及びテーマ：
◎「能登里山マイスター」養成プログラム：
　　里山資源を活かす地域再生リーダーの育成
　（金沢大学　地域連携推進センター　小路　晋作氏）
◎地域社会と学校と、動物園をつなぐ
　「くれは悠久の森」事業
　（富山市ファミリーパーク園長　山本　茂行氏）
◎SEP聖高エコプロジェクト
　（石川県立大聖寺高校教諭　三津野　真澄氏）

金沢大学／
ＮＰＯ法人いしかわ自然体験支援隊
／
ＮＰＯ法人「持続可能な開発のため
の教育の10年」推進会議（ESD-J)

学／
NGO

石川県生涯学習セン
ター３５号会議室（金沢
市広坂）

http://www.kanazawa-
net.ne.jp/~shientai/ws.doc

２月７日 日
環境講演会
「生物多様性とCOP10
　　　　　　　わたし・知多・世界のつながりとバランス」

知多市（環境政策課）
地公
体

知多市勤労文化会館
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=3930

２月６日 土 10:00
森林ふれあい講座
「野鳥を観察し、生態を学ぼう！」
～生物多様性（森林と野鳥）～

中部森林管理局名古屋事務所／
名古屋市熱田生涯学習センター

国／
地公
体

瀬戸市定光寺町
定光寺公園

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=3945

２月６日 土 13:00

名古屋の伝統的工芸技術でエコグッズを作ろう
 ～COP10を海外のこどもと一緒に考えよう～（第２回）
「名古屋友禅・有松鳴海絞りなどの伝統的工芸の技術・
技法で“はし袋”“エコバッグ”“風呂敷”作り」
（伝統工芸士　中村修／伝統工芸士　赤塚順一）

NPO法人持続可能な伝統文化を守
る会

ＮＧＯ
ウィルあいち 創作スタ
ジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007520
&caldate=2009-10-31

２月６日 土 10:00

にほんの里から世界の里へ
・生物多様性と人の営み
　－「にほんの里100選」新たな挑戦－
・豊かさを問う －里山ＳＡＴＯＹＡＭＡの未来可能性－
＊同時開催「子どもたちがつくる国連環境ポスター展」

総合地球環境学研究所／金沢大学
／国連大学高等研究所いしかわ・か
なざわオペレーティング・ユニット／
財団法人森林文化協会

学／
公益
団体
等

石川県立音楽堂 邦楽
ホール

http://www.chikyu.ac.jp/archive/event/ar
ea-
seminar/07/20100206_chiikiseminar_7.pdf
#search='日本の里から世界の里へ'

２月６日 土

カウントダウン2010セミナー in ナゴヤ
「今は昔　なんていわせない　生物多様性を探す旅」
～地元：名古屋の資源を考えるエクスカーション＆ディ
スカッション～

●プログラム
午前：エクスカーション（３コース）
　コース１
　　名古屋中央卸売市場から
　　　あいちの食資源を考える
　　（ナビゲーター：東京大学 清野聡子氏）
　コース２．
　　藤前干潟からなごやの水産資源を考える
　　（元専業漁師 犬飼一夫氏）
　コース３．
　　パワースポット＆熱田のまち歩きから
　　　なごやの土地利用を考える
　　（堀川まちネット 川口正秀氏）
午後：ディスカッション（コース別、全体）
夕方：あいち産食材をテーマにした
　　　　　　　　ケータリング・パーティー

NPO法人 生物多様性フォーラム ＮＧＯ
午前：名古屋市内
午後：金山プラザホテ
ル

環境省中部地方環境事務所後
援

http://www.jf-
biodiversity.org/contents/2010/02/post-
46.html

２月４日 木 13:30

生物多様性と企業経営についての講演会
「生物多様性と新たなビジネス課題について」

（1）生物多様性民間参画ガイドラインについて
（環境省自然環境局自然環境計画課
生物多様性地球戦略企画室 室長補佐  鈴木　渉氏）
（2）（仮題）生物多様性と経済・ビジネスを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう読み解くか
（名古屋大学エコトピア科学研究所 教授　林 　希一郎
氏）

愛知県
地公
体

愛知県産業労働セン
ター（ウインクあいち）
12階　1201会議室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/content
s/0000029/29327/tirasi.pdf

２月２日 火 13:00 平成21年度愛知県環境調査センター研究発表会 愛知県
地公
体

愛知県環境調査セン
ター講堂（名古屋市北
区辻町字流7－6）

http://www.pref.aichi.jp/0000029420.html

１月31日 日
めざせ！環境メッセンジャー（第５回）
「ぼくたち・わたしたちのメッセージ－環境フェア２０１０
－」

多治見市
地公
体

セラミックパークＭＩＮＯ
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.tajimi.gifu.jp/kankyo/kyoui
ku/messenger.HTM

１月31日 日 13:30
エコでピースなくらし方（第３回）
「虫も草も敵にしない、よけいなことは何もしない」
（川口由一）

アースネット・なごや ＮＧＯ 未定 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007373&
caldate=2009-10-1
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１月31日 日 13:00

国際シンポジウム「健康・環境・経済の観点から21世紀
の
　　理想社会を考える－エコトピア指標の構築に向けて
－」
＜プログラム＞
・開会挨拶：名古屋大学エコトピア科学研究所所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教授　松井恒雄氏
・「シンポジウムのねらい」（日本福祉大学大学院
　　医療・福祉マネジメント研究科・教授　近藤克則氏）
・「健康影響評価（仮）」（日本語の解説あり）
　（英国 Liverpool大学・講師　Andy Pennington氏）
・「疫学から見たエコトピア指標」（浜松医科大学
　　　　　健康社会医学講座・教授　尾島俊之氏）
・「持続可能性の観点から見たエコトピア指標」
　（名古屋大学国際開発研究科・教授　藤川清史氏）
・「エコトピア指標をどう設計するか」（文部科学省
　科学技術政策研究所上席研究官　浦島邦子氏）
・「資源・環境の評価とエコトピア指標」（名古屋大学
　　　　　　エコトピア科学研究所・講師　藤井実氏）
・討論とまとめ（名古屋大学エコトピア科学研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教授　田原譲氏）

名古屋大学エコトピア科学研究所

名古屋大学シンポジオ
ンホール（地下鉄名城
線「名古屋大学」2番出
口豊田講堂の右を回
り, その裏）

http://www.esi.nagoya-
u.ac.jp/shinpo/poster_20100131.pdf

１月31日 日 11:00
2010劇団シンデレラ　25thアニバーサリー公演
ＴＯ　ＴＯＭＯＲＲＯＷ
～わくわくフィールドツアーへようこそ～

2010劇団シンデレラ
稲沢市民会館　中ホー
ル

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=3735

１月31日 日 10:30

「森・川・海ひだみの流域サミット」
◆第１部 分科会　流域活動の意見交換会
（長良川流域／揖斐川流域／木曽川・飛騨川流
域／土岐川・矢作川流域／宮川・庄川流域）
◆第２部　本会　流域活動報告会、講演会
・森・川・海の歌
・あいさつ　　岐阜県知事（予定）
・流域活動の報告会
【コメンテーター】小瀬鵜飼　鵜匠　足立陽一郎氏
／和歌山大学システム工学部教授　中島敦司氏
・全国豊かな海づくり大会の紹介
・森・川・海の講演会「山は海の恋人、川は仲人」
（松蔭横浜大学特任教授　中部大学教授　涌井雅
之氏）

岐阜県／森・川・海 ひだみの流域連
携協議会

ＮＧＯ
じゅうろくプラザ（岐阜
市橋本町1-10-11）

http://hidamino-ryuiki.net/?p=524

１月30日 土 14:00

生物多様性条約と先住民族の権利
－生態系サービスを守る先住民族の智慧と伝統－（第
２回）
先住民族と地域住民に学ぼう－伝統的知識に学ぶ生
態系サービスの持続可能な利用－

ＮＰＯ法人　生物多様性フォーラム ＮＧＯ
名古屋市市政資料館
第３集会室（東区白
壁）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007367
&caldate=2009-12-1

１月30日 土 13:00

里山から持続可能な社会づくりを考えるESD富山シンポ
ジウム

＜プログラム＞
●基調講演
　「持続可能な社会づくりに向けた世界と日本の動き」
　（成蹊大学名誉教授　廣野　良吉　氏）
●パネルディスカッション
　「悠久の森から学ぶ
　　　―里山の保全と里山を子孫に残していく方策―」
　（パネリスト：
　富山市ファミリーパーク園長　山本茂行氏／
　富山大学教授　松本謙一氏／
　悠久の森2009総合プロデューサー　 小林福治氏）
●里山探検ツアー（希望者のみ）

大学コンソーシアム石川／
富山ESD講座委員会

学
富山市ファミリーパー
ク　自然体験センター

http://earthday-
toyama.org/i/story_i.php?storyid=263&star
t=0

１月30日 土 10:00

シンポジウム「めざせ！持続可能な都市農業！」
 ～日本一生物多様性の高い都市農業を目指して～
 
・講演：「都市農業と生物多様性」（講師：籠橋隆明弁護
士）
・「ＣＯＰ１０を迎えるにあたって」（鉄崎幹人氏）
リレートーク：
・野鳥(名古屋志段味の里地を残す会会長　浅沼秀夫
氏)
・植物（飯尾俊介氏）
・哺乳類（高田靖司氏）他

「めざせ！持続可能な都市農業！」
シンポジウム実行委員会

中部大学名古屋キャ
ンパス（610教室）
 （名古屋市中区千代
田5-14-22）

http://noda.orenest.net/images/get_adob
e_reader.gif

１月30日 土

「生物多様性ブックカバー配布事業」

動物写真の大家、田中光常先生による様々な動物の
親子の写真を使用した美しいブックカバー（全６種類）を
ジュンク堂書店（右記店舗）で、文庫本を購入された
方々に無料で配布。（～４月25日まで）

財団法人自然公園財団
公益
法人
等

ジュンク堂書店（ロフト
名古屋店、名古屋店、
池袋本店、新宿店、プ
レスセンター店、札幌
店）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=4057



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

１月29日 金 18:00

『みんなで話そう！100年後に向けたわたしたちの行
動！』
（進行：しみん検討会議　千頭代表／ＥＰＯ中部　新海
氏、鵜飼氏）

生物多様性なごや戦略策定会議　し
みん検討会議
名古屋市環境局生物多様性企画室

地公
体

名古屋コミュニケーショ
ンアート専門学校　エ
ココミュニケーション科
第２校舎８階

１月28日 木 18:00
生物多様性センター（仮称）に係る第３回目勉強会
「生物多様性の保全と拠点機関の役割」（愛知教育大
学　芹沢氏）

名古屋市
地公
体

東生涯学習センター
（東区葵一丁目3-21）
視聴覚室

１月28日 木
第10回市民講座＜暮らしと設備＞セミナー
講演　1．生物多様性とCOP10
　　　  2．太陽電池の現状と将来

（社）愛知県設備設計監理協会
公益
法人
等

栄ガスビル
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=3944

１月24日 日 9:30

中部ＥＳＤ拠点フラッグシッププロジェクト・
第３回伊勢三河湾流域ＥＳＤフォーラム
ＣＯＰ10・グローバルＥＳＤ対話

・報告「アイヌの伝統的知識・知恵と生物多様性」
　（阿寒アイヌ民族村専務理事　秋辺　日出男氏）
・パネル「先住民社会の知識・知恵と
　　　　　　地域社会の暗黙知－ＣＯＰ10に向けてｰ」
・グローバルＥＳＤ対話

中部ＥＳＤ拠点推進会議、中部大
学・地域の安全と持続発展領域創生
センター

ＮＧＯ
／学

中部大学春日井キャ
ンパス50・51号館（愛
知県春日井市松本町
1200）

1月23日 土 17:00

アースデイとやま2010連続講座
「イチからわかる生物多様性」
総論1．生物多様性とは何か

　生物多様性とは「地球上に様々な生物が存在すること
で、遺伝子、種および生態系の多様性をさす」ものです
が、一般市民の方にはこうした定義だけで生物多様性
の実感をつかむことは難しいでしょう。身近な富山県内
の例を挙げながら、生物多様性の現状とそれが長い年
月をかけてどのように形成されてきたかを一般向けに
わかりやすく説明します。

アースデイ富山2010
富山大学五福キャン
パス　オープンカフェ
AZAMI

http://earthday-
toyama.org/modules/news/article.php?sto
ryid=262

１月23日 土 13:00

平成21 年度 矢作川研究所シンポジウム
『流域でまもる命（いのち）の豊かさ』

講演1
いのちとくらしを支える生物多様性
（中部大学　涌井史郎氏）
講演2
川に遊び、川の生き物に学ぼう！〔対談〕
（タレント中本　賢氏／作家　阿部夏丸氏）
パネルディスカッション
「流域でまもる生命の豊かさ」
・パネラー：伊勢・三河湾流域ネットワーク　丹羽健司氏
／矢作川漁業協同組合長・矢作川天然アユ調査会　新
見幾男氏／ため池の自然研究会・NPO法人「みたけ・
500万人の木曽川水トラスト」大沼淳一氏／三河淡水生
物ネットワーク　浅香智也氏、
・コメンテーター：中部大学　涌井史郎氏、
・コーディネーター：豊田市矢作川研究所洲崎燈子氏）

豊田市矢作川研究所
地公
体

電気文化会館（名古屋
市営地下鉄伏見駅）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://yahagigawa.jp/topics.html#251

１月23日 土 13:00

国際生物多様性年キックオフシンポジウム
「つなげる・つながる・つながってゆく！」
～命の連鎖 - 私たちの里海・伊勢湾の生物多様性～

１．「生物の多様性のおはなし」（環境省中部地方環境
事務所 田村省二統括自然保護企画官）
２．「伊勢湾における命の連鎖、生物多様性の現状と課
題について」（三重大学大学院生物資源学研究科 前川
行幸教授）
３．「生物多様性の保全と持続可能な利用に関する活
動報告」（きれいな伊勢志摩づくり連絡会議、鳥羽磯部
漁業協同組合答志支所青壮年部による活動報告）
４．パネルディスカッション「つながりを再認識するため
に」

環境省中部地方環境事務所 国

鳥羽商工会議所かも
めホール
（三重県鳥羽市大明東
町１－７）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku467.pdf

１月23日 土 11:00

●開会挨拶　高山 進（CBD市民ネット共同代表）
●2009年度活動報告　吉田正人（CBD市民ネット共同
代表）
　１．会計報告
　２．事業報告
　３．作業部会活動報告
＜第2部＞
１．2010年度事業案、方針について
①国際生物多様年キックオフ、ＣＢＤ事務局およびＣＢＤ
アライアンスとの連携など
②来年度事業計画の紹介
③国際生物多様性の10年
④作業部会の活動計画
　＊キーメッセージとアクションプラン
２．地域からのレポート
３．質疑応答・意見交換

ＣＢＤ市民ネットワーク ＮＧＯ
中部大学 名古屋キャ
ンパス ６階ホール

http://www.cbdnet.jp/event.html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

１月23日 土 10:00
みんなで考えよう！いのちのつながり
　　　　　～COP10開催に向けて～

名古屋市女性会館
地公
体

名古屋市女性会館　２
階　視聴覚室

なごや環境大学共育講座
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/shisets
u/gakkou/shougai/jyoseikan/kouenkai/na
goya00071183.html

１月22日 金 18:30

ビオカフェ第１回「生物多様性を考える」のご案内
―外来種・移入種による撹乱とその修復―
（名古屋市立大学大学院 教授　向井清史／名古屋市
立大学大学院 教授　奥田郁夫）

ＣＢＤ市民ネットワーク
生命流域作業部会

ＮＧＯ
らくだ書店・本店２Ｆ喫
茶コーナー

http://bunamoutainski.asablo.jp/blog/

１月22日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第15
回）
「総括と筆記試験」
（名古屋市立大学大学院 教授　向井清史／名古屋市
立大学大学院 教授　奥田郁夫）

愛知学長懇話会 学
レスセンター店、札幌
店）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

１月22日 金

講演会「COP１０（コップテン）とは？ 生物多様性と
は？」
第１部 ： 講演「COP１０ 生物多様性からの恵み～身近
な地域の環境から考えよう～」（環境カウンセラー 浅野
智恵美 氏）
第２部 ： 海部､津島の環境保全と改善のために
◇尾張西部（津島市、弥富市、愛西市、蟹江町、大治
町、美和町、七宝町、甚目寺町、飛島村）の環境保全へ
の取組みは？
◇木曽川、蟹江川、日光川、善太川、福田川、領内川、
佐屋川、目比川、鵜戸川・・・・尾張西部を縦横に流れて
いる河川の浄化は？
◇そして、私たちはどのように参加し、
　　　　　　　　　　　　　　　どんな協力が出来るか？

海部・津島女性の会 ＮＧＯ

蟹江町産業文化会館
４階大会議室
（蟹江町今蟹江浦23
番地）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku430.pdf

１月21日 木 14:30

シンポジウム　企業・大学からみた「都市と生物多様性」

第Ⅰ部 講演
（名古屋大学エコトピア科学研究所教授　林 希一郎 氏
／徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授
鎌田 磨人 氏／清水建設（株）技術研究所 地球環境技
術センター 都市緑化グループ長　那須 守 氏／(株）創
建 常任技術顧問　井上 忠佳 氏）

第Ⅱ部 パネルディスカッション

財団法人　名古屋都市センター
公益
法人
等

（財）名古屋都市セン
ター 11階 大研修室
（名古屋市中区金山町
１丁目１番１号 金山南
ビル）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nui.or.jp/kenkyu/21/pdf/seib
utusinpo.pdf

１月21日 木 ９:00

第33回「味わって知る　わたしたちの海」
「愛知県のノリ作りに学ぶ、海の変化」
（愛知県水産試験場 漁業生産研究所 研究員 石元伸
一／環境カウンセラー 大矢美紀)

山崎川グリーンマップ／
伊勢・三河湾流域ネットワーク

NGO
愛知県水産試験場漁
業生産研究所／ノリ工
場

なごや環境大学共育講座 http://www.m1.mediacat.ne.jp/~a-
ohya/newpage22.html

１月19日 火 10:00

環境カウンセラーと行くVIII セントレアまるごとウォッチン
グ2009（第４回）
「植物防疫所の役割・生物とともに」
（植物防疫所（農林水産省） 職員／中部国際空港 職員
ほか）

環境カウンセラー　岡本明子 ＮＧＯ セントレア
なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000007516

１月17日 日

平成21 年度中部・北陸ブロック
「環境NGO・NPO 地域ワークショップ」
生物多様性の保全における保全におけるNGO の果た
すべき役割
～第10 回生物多様性締約国会議(COP10)にむけて～

独立行政法人　環境再生保全機構
地球環境基金

公益
法人
等

ＪＩＣＡ中部　なごや地
球ひろば

ＣＯＰ10支援実行委員会：ＣＯＰ
10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku412.pdf

１月17日 日 10:30

表浜シンポジウム「パシフィックあいち～海洋保護区を
考える～　日本の沿岸地域から学ぶ太平洋文化」

●講演
・タイトル未定（高知県内水面水産試験場　小松氏）
・タイトル未定（高知新聞　福田氏）
・「五島列島の椿油」（五島新報編集長　永冶　克行 氏）
・「日本社会における漁業者・海民の役割」（水産庁企画
課　大橋貞則 氏）
・「愛知県における水産研究機関の黎明期」（海苔史研
究家　石田　基 氏）
●東アジア海洋会議2009の報告（田中　雄二 氏）
●パネルディスカッション： ～黒潮が運んだ太平洋文化
～

NPO法人表浜ネットワーク／東京大
学海洋アライアンス・イニシアティブ
（COP10+海洋保護区プロジェクト）

ＮＧＯ
／学

名豊ビル8Fコミュニ
ティホール

ＣＯＰ10支援実行委員会：ＣＯＰ
10パートナーシップ事業

http://www.omotehama.org/report09/201
0/01/16/exshimp_s.jpg



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

１月16日 土 13:00

国際生物多様性年オープニング記念行事
・「絵画・写真コンテスト」表彰式
・基調講演「自然との共生」（C.W.ニコル氏）
・トークセッション「暮らしと生物多様性」（出演者：C.W.ニ
コル氏／谷口義則氏／水野裕子氏、コーディネーター：
六郷孝也氏）

COP10支援実行委員会
名鉄ホール（名鉄百貨
店　本館10階）

http://www.pref.aichi.jp/0000028819.html

１月16日 土 ９:30
めざせ！環境メッセンジャー（第４回）
「食べられる者と食べる者－生物多様性からみる鳥－」

多治見市
地公
体

喜多緑地
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.tajimi.gifu.jp/kankyo/kyoui
ku/messenger.HTM

１月16日 土 ８:00

表浜エクスカーション～多くの文人を魅了した渥美の椿
を巡る旅～

田原市谷ノ口地先海岸、低山ハイキング（尾村山・東
山）、遊覧船+赤羽根漁港見学
（東京大学大学院総合文化研究科　広域システム化学
科　清野　聡子氏／田原市文化財保護審議会委員　葉
山　茂生氏）

NPO法人表浜ネットワーク／東京大
学海洋アライアンス・イニシアティブ
（COP10+海洋保護区プロジェクト）

ＮＧＯ
／学

渥美半島（表浜）
ＣＯＰ10支援実行委員会：ＣＯＰ
10パートナーシップ事業

http://www.omotehama.org/report09/201
0/01/16/exshimp_s.jpg

１月15日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第14
回）
「熱帯の農業・農村開発と生物多様性の保全」
（名古屋大学 国際開発研究科　西村美彦）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

１月15日 金 12:00

平成21年度　田園自然再生セミナー　ｉｎ　名古屋　for
COP10～自然と共生する農村づくり～

・ポスターセッション（コンクール受賞団体など）
・講演「農村・里山－COP10の取り組み」（COP10広報ア
ドバイザー：マリ　クリスティーヌ氏）
・パネルディスカッション「農村の生物多様性保全に向
けた今後の展開（コーディネーター：東京農業大学教授
進士　五十八氏）
・「田園自然再生活動コンクール」表彰式

農林水産省／社団法人　農村環境
整備センター

国／
公益
法人
等

ウィンクあいち「愛知県
産業労働センター」５
階小ホール１

・環境省共催
・COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.acres.or.jp/Acres/denen/H21
Sem/poster.pdf

１月15日 金 10:00

「愛知県図書館４階企画展示『地球のいきものたち』」

身近な生き物から珍しい生き物まで、300 冊以上の図
書を展示、貸出。会場では、生物多様性に関するパネ
ル展示や関係パンフレット等の配布も行います。
（～２月24日（水）まで）

愛知県図書館
地公
体

愛知県図書館４階
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

１月14日 木 16:00
中部製紙原料商工組合「新春ＣＯＰ１０講演会」
講師：愛知県顧問（環境担当）　林 清比古 氏

中部製紙原料商工組合 企
ホテルキャッスルプラ
ザ

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku340.pdf

１月10日 日 13:00

いのち育むふゆみずたんぼの可能性
第１部
 講演 「いのち育むふゆみずたんぼの可能性」
（講師 ＮＰＯ法人 「田んぼ」理事長 岩渕 成紀 氏）
第２部
現地視察（東近江市葛巻町）

日野川流域みずすまし推進協議会
／水土里ネット日野川流域／
（社）日本国際協力会（ＮＩＣＣＯ）

竜王町農村環境改善
センター２階農事研修
室（滋賀県蒲生郡竜王
町山之上６５２６アグリ
パーク竜王）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku481.pdf

１月９日 土 13:30

中学生・高校生向けESD講座 2050年担い手塾 ～いき
もの・たべもの・わたしのつながり～（第４回）
「田舎と都会の繋がりが、私たちを救う?! いのちのつな
がりと生物多様性について考えよう！」
（名古屋大学　准教授　高野雅夫／地域の未来・志援
センター　理事　井上淳之典）

NPO法人地域の未来・志援センター ＮＧＯ 未定 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007426
&caldate=2009-12-1

１月９日 土 10:00
なごや農樂校（第４回）
「なごや農樂校 農業環境論（生物多様性）」
（伊藤／太田）

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク

ＮＧＯ 岡崎市（田んぼ・畑） なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007423
&caldate=2009-12-1

１月８日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第13
回）
「熱帯の農業・農村開発と生物多様性の保全」
（名古屋大学 国際開発研究科　西村美彦）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

１月７日 木 16:00
愛知県危険物安全協会連合会　会長研修会
講演「生物多様性とＣＯＰ10」
（愛知県顧問 林　清比古氏）

社団法人　愛知県危険物安全協会
連合会

公益
法人
等

名古屋逓信会館 ６階
「菊の間」

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業
※社団法人愛知県危険物安全
協会連合会の会員及び事務担
当者対象

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku420.pdf

12月23日  水(祝) 12:30
名古屋哺乳類研究会2009年度12月例会
『日本哺乳類学会（創基）60周年記念講演会　生物多様
性条約COP10（名古屋2010年）を迎えるために』

名古屋哺乳類研究会 学
名古屋大学農学部第8
講義室

http://www.agr.nagoya-
u.ac.jp/~animres/mammal/mammalindex.h
tml

12月21日 月 15:30

エコトピア科学講演会・環境アセスメント学会生態系研
究部会第14回定例会
テーマ：「生物多様性オフセットとは？ＣＢＤ/ＣＯＰ10を
前にその国際動向を学ぶ」
講演１：
「環境アセスメントの観点からの生物多様性オフセット」
（東京都市大学環境情報学部　准教授　田中　章）
講演２：
「環境政策における経済的手法の観点からの生物多様
性オフセット」
（名古屋大学エコトピア科学研究所　教授　林　希一郎）

環境アセスメント学会生態系部会／
名古屋大学エコトピア科学研究所／
生物多様性の経済に関する政策研
究会

学
名古屋大学ＩＢ電子情
報館011会議室

環境省中部地方環境事務所共
催

12月22日 火 18:30

生物多様性地域対話「生物多様性国家戦略2010」

第１部説明会「生物多様性国家戦略2010（案）につい
て」（環境省自然環境局生物多様性地球戦略企画室
室長補佐　堀内洋）
第２部ディスカッション
「生物多様性国家戦略2010」を考える～国際社会∽地
域社会～

環境省中部地方環境事務所 国
ウィル愛知　特別会議
室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://chubu.env.go.jp/to_2009/1210a.ht
ml

12月20日 日

シンポジウム「生物多様性からイヌナシの保護を考え
る」
・「生物多様性と環境教育～郷土力の育成に向けて～」
（岐阜経済大学教授／森誠一）
・「周伊勢湾地域におけるイヌナシの遺伝的考察」（岐阜
大学教授／向井譲）
・「尾張地域におけるマメナシ（イヌナシ）の分布」（愛知
守山自然の会）
・「多度のイヌナシ自生地における保全活動」（桑名市教
育委員会）

桑名市教育委員会 文化課
地公
体

桑名市多度公民館講
堂（桑名市多度町多度
１－１－１）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku298.pdf

12月20日 日 13:30

「伊勢湾・三河湾と川の環境問題にどう取り組むのか」
～国の政策とＮＧＯの役割～
・講　演
１『集水域・川・海の連続性－ダム・河口堰は川の何を
壊すのか?』（名古屋女子大学　家政学部生活環境学科
教授　村上　哲生氏）
２．『伊勢湾・三河湾の沿岸域と流域の管理と住民のか
かわり―日本型 海洋保護区のヒントは愛知に』（東京
大学大学院　総合文化研究科　助教　清野 聡子氏）
３．『伊勢湾流域圏の中の伊勢・三河湾と環境問題』（三
重大学大学院　生物資源学研究科　教授　関口 秀夫
氏）
・意見交換

中部の環境を考える会 ＮＧＯ

愛知県産業労働セン
ター（愛称　ウィンクあ
いち）　9F　904会議室

http://acec.hp.infoseek.co.jp/index.html

12月20日 日 13:30

中部の環境を考える会・月例会
「伊勢湾・三河湾と川の環境問題にどう取り組むのか～
国の政策とＮＧＯの役割～」
１．『集水域・川・海の連続性－ダム・河口堰は川の何を
壊すのか?』（名古屋女子大学　家政学部生活環境学科
教授　村上　哲生氏）
２．『伊勢湾・三河湾の沿岸域と流域の管理と住民のか
かわり―日本型海洋保護区のヒントは愛知に』（東京大
学大学院　総合文化研究科　助教授　清野 聡子氏）
３．『伊勢湾流域圏の中の伊勢・三河湾と環境問題』（三
重大学大学院　生物資源学研究科　教授　関口 秀夫
氏）
４．質疑・意見交換

中部の環境を考える会 ＮＧＯ

愛知県産業労働セン
ター『ウィンクあいち』９
０４会議室（名古屋市
中村区名駅４丁目４－
３８）

http://acec.hp.infoseek.co.jp/index.html

12月20日 日 10:00
なごや農樂校（第３回）
「なごや農樂校 農業芸術論（ネイチャークラフト）」
（伊藤／太田）

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク

ＮＧＯ 碧南市（田んぼ） なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007423
&caldate=2009-12-1



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

12月19日 土 13:00

第３回木曽川流域圏シンポジウム
「御嵩町・産廃処分場問題は終わっていない」
第１部　パネルディスカッション
第２部　木曽川にゆかりの音楽
第３部　流域からの報告「生物多様性と木曽川流域圏」
第４部　総合討論

ＮＰＯ法人「みたけ・500万人の木曽
川水とらすと」

ＮＧＯ
名古屋工業大学F1講
義室

http://homepage3.nifty.com/mitake/symp
09.html

12月18日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第12
回）
「生物多様性と感染症」
（名古屋市立大学 医学研究科　岡本尚）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

12月16日 水

平成21年度　地方研究会「地球環境と農村振興」

１．「自然エネルギーの活用と食料・環境・ふるさとの創
造」（(財)日本水土総合研究所理事長 森田 昌史氏）
２．「農業農村整備事業における自然エネルギーの有
効活用」（(財)日本水土総合研究所企画研究部長 塩屋
俊一氏）
３．「地球温暖化の農業農村整備への影響と対策」（(財)
日本水土総合研究所調査研究部長 桑原 耕一氏）
４．「東海農政局管内における農業農村整備事業の取
組について」（東海農政局整備部設計課長 葭井 功治
氏）
５．「東海農政局管内におけるＣＯＰ１０を契機とした生
物多様性保全への取組」（東海農政局整備部農地整備
課長 中島 創氏）
５．ざっくばらん討論会

財団法人 日本水土総合研究所
公益
法人
等

中電ホール
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku451.pdf

12月13日 日 13:00

～愛知県チャレンジ女性応援モデル事業～
「命のつながり男(ひと)と女(ひと)の役割＝生物多様性
（COP10）と男女共同参画＝」
女性フォーラム

愛知県
地公
体

知多市勤労文化会館
（知多市緑町）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/0000026331.html

12月13日 日 ９:00 木曽川エクスカーション
愛知・川の会・伊勢湾三河湾ネット
ワーク・カウントダウン2010

ＮＧＯ
集合：名古屋駅新幹線
側改札口の時計前

http://www.isemikawa.net/?eid=1425424

12月12日 土 14:25

生物多様性シンポジウム
「マグロに迫り来る危機～地球温暖化が海の生物多様
性に及ぼす影響～」（東京大学大学院　新領域創成科
学研究科教授　木村　伸吾氏）

財団法人環日本海環境協力セン
ター

公益
法人
等

高岡市生涯学習セン
ター４階ホール

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku418.pdf

12月12日 土 14:00

生物多様性条約と先住民族の権利
－生態系サービスを守る先住民族の智慧と伝統－（第
１回）
生物多様性ＣＯＰ10の先住民族問題を先取り！－ＣＯＰ
10準備会合リポート－

ＮＰＯ法人　生物多様性フォーラム ＮＧＯ
名古屋市市政資料館
第３集会室（東区白
壁）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007367
&caldate=2009-12-1

12月12日 土 13:30

第１回白山エコカフェ２００９　in　 長滝白山神社
テーマ　自然信仰と白山神社（１）
演題「自然信仰と長滝白山神社」（長滝白山神社宮司
若宮多門氏）

岐阜大学工学部
ものづくり技術教育支援センター

学
奥美濃・若宮家（岐阜
県郡上市白鳥町長滝）

http://www1.gifu-
u.ac.jp/~tech2/centeractivity/ecocafe/ec
ocafe.htm

12月12日 土 ９:30
めざせ！環境メッセンジャー（第３回）
「森の中のクリスマスと隠れ家づくり」

多治見市
地公
体

廿原町
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.tajimi.gifu.jp/kankyo/kyoui
ku/messenger.HTM

12月12日 土 ９:30
第３回水環境から里山の未来を考える
「生物多様性保全と農業」

東海タナゴ研究会 学 南濃町ビオトープ なごや環境大学教育講座 http://www.ab.auone-
net.jp/~tanago/kankyoudai3.pdf

12月11日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第11
回）
「生物多様性と感染症」
（名古屋市立大学 医学研究科　岡本尚）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

12月11日 金

平成21 年度名古屋市立大学大学院経済学研究科・附
属経済研究所　第14 回公開シンポジウム
「ひがしやま 動植物園の新しい役割を考える～ ニーズ
のギャップを探る ～」
・司会：中日新聞論説委員　福田功氏／中部大学教授
・基調報告：名古屋市立大学大学院経済学研究科附属
経済研究所准教授　香坂　　玲氏
・パネリスト：名古屋市東山動物園長　小林　弘志氏／
前千葉県知事　堂本　暁子氏／東京大学総合研究博
物館館長　林　　良博氏／東京大学大学院農学生命科
学研究科教授

名古屋市立大学経済学研究科・附
属経済研究所

学
名古屋市立大学滝子
(山の畑)ｷｬﾝﾊﾟｽ３号館
(経済学部棟)201教室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://blog.econ2.nagoya-
cu.ac.jp/piloti/?p=996

12月10日 木 10:00

どまんNakaでみつける暮らしの中の生物多様性！ ～
2010年のCOP10にむけて中区のグリーンマップを作成
しよう～（第７回）
「つくったマップをみながらワイワイ話そう」／まとめ
「COP10にむけて」
（中部リサイクル運動市民の会／グリーンマップあいち
萩原喜之　ほか）

中生涯学習センター
地公
体

中生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007555&
caldate=2009-12-1

12月９日 水 13:00

産学連携フォーラム「名古屋市立大学・愛知銀行協定
締結記念講演会」
講演①「気候変動と生物多様性」
 講演②「現代化学とその周辺:ローマ皇帝から薄型テレ
ビまで」

名古屋市立大学／愛知銀行
学／
企

中区役所ホール
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku388.pdf

12月８日 火 10:00

環境カウンセラーと行くVIII セントレアまるごとウォッチン
グ2009（第３回）
「エネルギーの運用・動物検疫所の役割」
（エネルギー供給(株) 職員／動物検疫所（農林水産省）
職員／東邦ガス(株) 職員 ほか）

環境カウンセラー　岡本明子 ＮＧＯ セントレア
なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000007516

12月７日 月 15:00
自然の恵み・地産地消講演会
「リンゴが教えてくれたこと」（木村秋則 氏）

自然栽培農業家「木村秋則氏」を招
く実行委員会

ＪＡあいち中央総合セ
ンター生活館２階ホー
ル （安城市赤松町浄
善50）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku414.pdf

12月６日 日 10:00
長久手町環境課＆愛知淑徳大学ＣＣＣ協働事業「ＥＣＯ
de あらおう！

長久手町役場 生活環境部 環境課
地公
体

ながくてエコハウス 多
目的室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku427.pdf

12月６日 日 10:00

中学生・高校生向けESD講座 2050年担い手塾 ～いき
もの・たべもの・わたしのつながり～（第３回）
「合宿２日目　長野県トンキラ農場で、田舎暮らしを体
験！！」
（名古屋大学　准教授　高野雅夫／地域の未来・志援
センター　理事　井上淳之典）

NPO法人地域の未来・志援センター ＮＧＯ トンキラ農場 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007426
&caldate=2009-12-1

12月６日 日 8:30

学生・生徒・教員のための水源林学習ツアー
・森林の水源涵養機能についての講義
・水源涵養機能の最先端研究が
  行われている現場の見学
・「緑のダム実験」や間伐遅れの
  人工林の森林涵養機能の変化の体験

東京大学大学院農学生命科学研究
科附属演習林　愛知演習林

東京大学愛知演習林
赤津研究林　（愛知県
瀬戸市白坂1）

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/~kuraji/BR/suigentour/suigen
1.html

12月５日 土 13:30

第９回環境フォーラム
・「ＣＯＰ１０の準備状況等について」
 （生物多様性条約第10 回締約国会議支援実行委員
会）
・【基調講演】（仮題名）「生物多様性条約とは」
（名古屋産業大学教授、理学博士／西村尚之）
・「風力・太陽などの自然エネルギー利用の世界の動
向」
（名古屋産業大学教授、工学博士／清水幸丸）
・「矢田川の環境保全活動について」
（地域環境活性化協議会／高橋賢一氏）

名古屋産業大学環境経営研究所／
尾張旭市

学／
地公
体

名古屋産業大学文化
センター 大ホール

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku317.pdf

12月５日 土 13:00
第５回伊勢・三河湾の環境と漁業を考える
― 豊かな海と魅力ある漁業の再生を目指して ―

愛知県水産試験場漁業生産研究所
地公
体



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

12月５日 土 13:00
ボーイング藤前夢飛翔
藤前干潟こども環境シンポジウム
～環境学習を通してガタレンジャーJr.が学んだこと～

ＮＰＯ法人　藤前干潟を守る会 ＮＧＯ
名古屋市南文化小劇
場

環境省後援 http://fujimae.org/modules/news/

12月５日 土 11:00 第3回中部ＥＳＤ拠点フォーラム 中部ESD 拠点 ＮＧＯ
三重大学総合研究棟
メディアホール

http://chubu-esd.net/sokai3.html

12月５日 土 10:00

中学生・高校生向けESD講座 2050年担い手塾
～いきもの・たべもの・わたしのつながり～（第２回）
「合宿１日目　長野県トンキラ農場で、
田舎暮らしを体験！！」
（地域の未来・志援センター 理事　駒宮博男／
名古屋大学　准教授　高野雅夫）

NPO法人地域の未来・志援センター ＮＧＯ トンキラ農場 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007426
&caldate=2009-12-1

12月５日 土 8:30

学生・生徒・教員のための水源林学習ツアー
・森林の水源涵養機能についての講義
・水源涵養機能の最先端研究が
  行われている現場の見学
・「緑のダム実験」や間伐遅れの
  人工林の森林涵養機能の変化の体験

東京大学大学院農学生命科学研究
科附属演習林　愛知演習林

東京大学愛知演習林
赤津研究林　（愛知県
瀬戸市白坂1）

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/~kuraji/BR/suigentour/suigen
1.html

12月４日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第９
回）
「生物多様性に関する行政の取り組みの現状と今後の
課題」
（愛知県環境部 自然環境課長　石田晴子／名古屋市
環境局 生物多様性企画室長　増田達雄）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

12月１日 火 18:30

いきものと私たち
－地球といのちのトークコンサート－
・お話「自然は不思議でいっぱい」（京都大学名誉教授
今福道夫氏）
・トークセッション「身近な自然と友達になろう」
・癒しの調べ　演奏：ＥＣＯミューズデュオ（ピアノ：佐々
木伃利子氏、チェロ：小川剛一郎）

愛知県地球温暖化防止活動推進セ
ンター／環境省生物多様性センター

地公
体／
国

愛知芸術文化センター
小ホール

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

https://www.mikke.go.jp/event/detail/47

11月30日 月 18:30

COP10と名古屋の役割 ～50人から10000人へ、できる
を見つける～（第５回）
「都市のクオリティストック化 ～コンパクトシティのすす
め～」
（名古屋大学交通・都市国再研究センター長／名古屋
大学大学院 環境学研究科長　林良嗣）

名古屋会議　環境問題委員会 八事山興正寺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007435&
caldate=2009-11-1

11月28日 土 13:30

いっしき環境まちづくり大学（後期分）
「環境家計簿にチャレンジ！」
（環境カウンセラー　浅野千恵美氏）

一色町
地公
体

役場会議棟（旧勤労青
少年ホーム）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

11月28日 土

「子どもたちの生きもの調査」
-幼児の遊びと生活という視点からの生物多様性－
シンポジウム「生き物との触れ合いを通して育つもの」
(愛知教育大学教授　野田　敦敬、環境教育特別委員）

（社）愛知県私立幼稚園連盟
公益
法人
等

名古屋ダイヤパレスビ
ル/愛知県私立幼稚園
連盟加盟園　調査参
加園（約90園）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku141.pdf

11月27日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第９
回）
「生物多様性に関する行政の取り組みの現状と今後の
課題」
（愛知県環境部 自然環境課長　石田晴子／名古屋市
環境局 生物多様性企画室長　増田達雄）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

11月26日 木 13:20

都市計画検討グループ講習会
・開 会（技術部会長挨拶）
・「生物多様性とCOP10 について」（愛知県顧問(環境担
当) 林清比古氏）
・「里山の価値と地域づくり」（ＮＰＯ法人犬山里山学研
究所理事長　岐阜大学名誉教授 林進氏）
・閉 会（都市計画委員長挨拶）

社団法人　建設コンサルタンツ協会
中部支部

公益
法人
等

「名古屋都市センター」
11Ｆ 大研修室

・対象：社団法人　建設コンサ
ルタンツ協会中部支部所属企
業
・COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku380.pdf

11月26日 木 13:00
国連大学・名古屋大学・（財）国連大学協力会共催シン
ポジウム「資源としての生物多様性を考える－ＣＯＰ10
へ向けて」

国連大学／名古屋大学／（財）国連
大学協力会

学
名古屋大学　野依記
念学術交流館

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nagoya-u.ac.jp/pdf/global-
info/event/20091126_nu.pdf?20091027



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

11月26日 木 10:00

どまんNakaでみつける暮らしの中の生物多様性！ ～
2010年のCOP10にむけて中区のグリーンマップを作成
しよう～（第６回）
マップづくり「まちを歩いてみつけたこと、感じたことを
マップにしてみよう」
（グリーンマップあいち　余呉久美子）

中生涯学習センター
地公
体

中生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007555&
caldate=2009-12-1

11月23日 月 14:00

第38 回オールアイシン労使政策制度フォーラム
「みんなで考えよう 生物多様性」
◆第１部
基調講演：「生物多様性について考えよう。－COP10 に
向けて、環境・社会・経済のバランスを目指して－」（名
古屋市立大学 准教授 香坂 玲 氏）
◆第２部
パネルディスカッション「生物多様性を守るために、私た
ちにできること」（環境カウンセラー 浅野 智恵美氏／名
古屋市立大学 准教授 香坂 玲 氏／環境省 中部地方
環境事務所 統括自然保護企画官　COP10 推進チーム
リーダー　田村省二 氏／油ヶ淵美化ネット 葦船学校実
行委員会 代表代行　山中 功博 氏／愛知県議会議員
仲 敬助 氏 他）

オールアイシン労使政策制度フォー
ラム事務局
（アイシン精機㈱ さわやかふれあい
センター）

安城市文化センター
マツバホール（安城市
桜町17-11）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.aisin.co.jp/news/d00271.html

11月22日 日 13:30
エコでピースなくらし方（第２回）
「環境問題と自分とのつながり」
（田邉登志夫）

アースネット・なごや ＮＧＯ
ウィルあいち 視聴覚
室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007373&
caldate=2009-10-1

11月21日、
22日

土、日 17:00

種子の生産と管理をめぐる多様性
－地域の生物多様性と社会的感児湯管理能力構築－
・特別講演：「Bioversityにおけるon-site保全と伝統野菜
を使った農村開発」(Bioversity International Nairobi
Patrick Maundu氏）
・基調講演「地域の在来作物とその文化の多様性を守
るには？～山形県を事例に～」（山形大学農学部生物
資源学科　准教授　江頭宏昌）
研究発表

科研費研究「地域の生物多様性と社
会的環境管理能力構築にかかる研
究（作物遺伝資源を事例に）」／
三井物産環境基金受託研究「持続
可能な地域開発のための農業生物
多様性管理の組織制度構築に関す
る研究」

学
名古屋大学大学院国
際開発研究科８階第
一会議室

http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&
imgsrc=200911/04/78/f0173578_2228249
9.jpg#

11月21日 土 13:30

～愛知県チャレンジ女性応援モデル事業～
「命のつながり男(ひと)と女(ひと)の役割＝生物多様性
（COP10）と男女共同参画＝」
セミナー４「ホタルから学ぶ生物多様性」
（環境カウンセラー　榊原 靖 ）

愛知県
地公
体

半田市福祉文化会館
（半田市雁宿町）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/0000026331.html

11月21日 土

地域環境活性化協議会
自然の恵みを守る環境活動　第４回環境フォーラム
・基調講演「現在の環境部の活動及び取組傾向」（愛知
県自然環境課長　石田晴子氏）
・パネルディスカッション

地域環境活性化協議会
尾張旭市渋川町渋川
福祉センター３階研修
室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku377-1.pdf

11月21日 土 こども達のむかしの遊び伝承 地域環境活性化協議会
尾張旭市渋川町渋川
福祉センター３階研修
室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku377-1.pdf

11月21日 土
～信州発ＣＯＰ１０に向けて～
生物多様性コミュニティプロジェクト
2009 秋「公園で生物多様性を考える」

国営アルプスあづみの公園
国営アルプスあづみの
公園 大町・松川地区

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku395.pdf

11月20日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第８
回）
「遺伝子組換え体と環境－安全性の考え方」
（愛知大学 経営学部　功刀由紀子）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

11月20日 金 13:00

生物多様性セミナーｉｎ飛騨高山
１．基調講演
「生物多様性条約ＣＯＰ１０～経済・社会・環境のバラン
スを目指して～」
（名古屋市立大学経済学研究科准教授　香坂 玲 ）
２．講演
「生物多様性と私達の暮らし（仮）」
（国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレー
ティングユニット所長　あん・まくどなるど氏）
「生物多様性に配慮した森林管理」
（速水林業代表、
（社）日本林業経営者協会会長　速水 亨 ）
「モノのミカタ ～生物多様性～（仮）」
（ ノンフィクション作家　山根 一眞 氏）
３．パネルディスカッション

農林水産省　東海農政局 国
高山グリーンホテル
２階「鳳凰の間」（高山
市西之一色２-180）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.maff.go.jp/tokai/press/kikaku
/091105.html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
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11月20日、
21日

金、土

矢作川フィールドシンポジウム
持続性を目指す流域圏～砂河川“矢作川”での取り組
み～

文部科学省科学技術振興調整費受
託研究「伊勢湾流域圏の自然共生
型環境管理技術開発」研究グループ
／
応用生態工学会名古屋

学

シンポジウム ：豊田産
業文化センター／
フィールドツアー：矢作
川

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku349.pdf

11月19日 木 14:10

講演会「地域から見た地球環境問題」
「ＣＯＰ10と私たちの暮らしのつながり」（環境カウンセ
ラー　浅野智恵美）
「地球からの地球温暖化防止」（京都大学大学院経済
学研究科教授　植田和弘　氏）

愛知東邦大学　地域創造研究所
フレンズ・ＴＯＨＯ

学

ホテル名古屋ガーデン
パレス３階「葵泉の間」
（名古屋市中区錦３丁
目11-13）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku241.pdf

11月19日 木 10:00

どまんNakaでみつける暮らしの中の生物多様性！ ～
2010年のCOP10にむけて中区のグリーンマップを作成
しよう～（第５回）
【現地学習】「生き物・みどり・文化などをテーマに歩いて
みよう＜エリアＣ＞」
（グリーンマップあいち　北村政智）

中生涯学習センター
地公
体

中生涯学習センター
周辺

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007555&
caldate=2009-12-1

11月19日 木 10:00

身近なCOP10 ～家族で見直すエコライフ～（第７回）
「今日から取り組む、なごや市民のCOP10 ～地球のた
めに、今からできること～」
（ビオトープを考える会 会長　長谷川明子）

緑生涯学習センター
地公
体

緑生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007573
&caldate=2009-11-30

11月17日 火

「里山の保全と再生について」技術セミナー
・基調講演 「森林動態モニタリングによる里山二次林の
生態学」（名古屋産業大学教授 西村 尚之氏）
・「各主体からの里山に関する保全と再生についての取
組報告」
愛知県の取組 （愛知県環境部自然環境課長／石田 晴
子 氏）
名古屋市の取組講師（名古屋市緑青土木局緑地施設
課主幹／川崎 淳裕 氏）
NPO の取組 （雑木林研究会事務局長／眞弓 浩二 氏）

（社）日本環境アセスメント協会中部
支部

公益
法人
等

愛知芸術文化センター
アートスペースA

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku374.pdf

11月16日 月 18:30

COP10と名古屋の役割 ～50人から10000人へ、できる
を見つける～（第４回）
「日本人のくらしと歌」
（前 富士中学校 校長　浅井冨士雄／ソプラノ歌手）

名古屋会議　環境問題委員会 八事山興正寺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007435&
caldate=2009-11-1

11月15日 日 13:00

中学生・高校生向けESD講座 2050年担い手塾 ～いき
もの・たべもの・わたしのつながり～（第１回）
「岐阜市まるごと環境フェア 学生環境会議への参加」
（地域の未来・志援センター 理事　駒宮博男／地域の
未来・志援センター 理事　井上淳之典）

NPO法人地域の未来・志援センター ＮＧＯ 未定 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007426
&caldate=2009-12-1

11月14日 土 13:30

なごや環境大学特別公開講座
「コウトノトリ舞う街」と「ＣＯＰ10を迎える街」
・基調講演（兵庫県豊岡市　中貝市長）
・パネルディスカッション（中貝市長／ビオトープを考え
る会会長　長谷川明子氏／(財)日本生態系協会　遠藤
立氏／日本福祉大学　千頭　聡氏（コーディネーター））

なごや環境大学実行委員会　事務
局

地公
体

ウィルあいち 大会議
室（名古屋市東区上竪
杉１）

http://www.n-
kd.jp/modules/news/article.php?storyid=1
73

11月14日 土 13:30
講演 「フェアトレード・タウンで街おこし！」
～世界のフェアトレードタウン事情を聞く～

名古屋をフェアトレード・タウンにしよ
う会

NGO
ウィルあいち２Ｆ特別
会議室（名古屋市東区
上竪杉町１）

11月14日 土 13:30
講習会「どんぐりと生物多様性」
講師：愛知大学／広木詔三氏

財団法人　名古屋市緑の協会
公益
法人
等

荒子川公園ガーデンプ
ラザ（名古屋市港区品
川町2丁目1-1）

http://www.nga.or.jp/journal/2009_10_12/
arakogawa_f.html

11月14日 土 13:15

公開シンポジウム 自治体からみた「都市と生物多様
性」
第I部：基調講演
第II部：パネルディスカッション「自治体からみた『都市と
生物多様性』」

財団法人 名古屋都市センター 調査
課

公益
法人
等

名古屋都市センター
大研修室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事
業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000007700

11月14日 土 13:00

第２回水源の里を守ろう木曽川流域集会
・木曽川流域（木曽川・飛騨川）の上流の声、下流への
アピール
・基調講演「地域の力～自然と人、人と人の関係性の豊
かなまちづくり」（大江正章氏）
・木曽川流域上流の民、下流の民交流連携の歌発表
（シンガーソングライター　えみさん）
・モノづくりや品物を通じた取り組みの事例紹介

水源の里を守ろう　木曽川流域み
ん・みんの会

ＮＧＯ
名古屋ＹＷＣＡ２階
ホール

http://www.kisogawaminmin.net/nikaitirasi
.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

11月14日 土 11:30

いっしき環境まちづくり大学（後期分）
「あいち臨空新エネルギーパーク」
ワークショップ、新エネルギー体験

一色町
地公
体

役場会議棟（旧勤労青
少年ホーム）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

11月14日 土 11:30

愛知県生物多様性キャラバンセミナー
「“ドロンコでれんこん掘り”と“かわいいアイガモで無農
薬米づくり”！普通じゃできない“農”体験！」

愛知県
地公
体

れんこんセンター　・
佐屋公民館

http://www.nhk-
pn.jp/chubu/c10caravan/yotei/y211114.h
tml

11月14日 土 10:00
～海の植林「アマモ種まき活動」に参加しませんか～
（1）藻場に関する講習会
（2）アマモ種まき活動

愛知県
地公
体

蒲郡漁業協同組合形
原支所（蒲郡市形原町
港町156）

http://www.pref.aichi.jp/0000028230.html

11月14日 土 10:00

環境映像祭 in 金沢
１．作品上映「シード・ハンター／Seed Hunter」
２．サリー・イングルトン監督とのQ&Aセッション
３．パネルディスカッション「環境意識と映像の力」

国連大学高等研究所いしかわ・かな
ざわオペレーティングユニット

金沢市文化ホール
大会議室

http://www.shimizukobundo.com/wordpre
ss-top/wp-
content/uploads/2009/09/environmentalf
ilmfestival2009kanazawa.pdf

11月14日 土 10:00
なごや農樂校（第２回）
「なごや農樂校 農業実践論（農の生業を考える）」
（小早川／太田）

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク

ＮＧＯ 瑞浪市（畑） なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007423
&caldate=2009-12-1

11月13日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第７
回）
「遺伝子組換え体と環境－安全性の考え方」
（愛知大学 経営学部　功刀由紀子）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

11月13日
～15日

金～日 日進自然観察会創立25 周年記念展示会講演会 日進自然観察会 ＮＧＯ 日進市民会館
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku245.pdf

11月12日 木 10:00

どまんNakaでみつける暮らしの中の生物多様性！ ～
2010年のCOP10にむけて中区のグリーンマップを作成
しよう～（第４回）
【現地学習】「生き物・みどり・文化などをテーマに歩いて
みよう＜エリアＢ＞」
（グリーンマップあいち　北村政智）

中生涯学習センター
地公
体

中生涯学習センター
周辺

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007555&
caldate=2009-12-1

11月12日 木 10:00

身近なCOP10 ～家族で見直すエコライフ～（第６回）
「身近な動物 ほ乳類の不思議 ～生き物目線で考えよ
う！～」
（名古屋大学大学院 生命農学科 博士　森部絢嗣）

緑生涯学習センター
地公
体

緑生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007573
&caldate=2009-11-30

11月11日
～14日

水～土 10:00

メッセナゴヤ2009
・出展企業プレゼンテーション
・メッセナゴヤビジネスセミナー
・ＣＯＰ10開催記念プレセミナー
・ＣＯＰ10開催記念プレイベント
・レスキューロボットの展示・デモ
・シートベルト効果体験車
・エコカー体験試乗会
・グリーン電力シンポジウム

メッセナゴヤ実行委員会
（構成団体：愛知県、名古屋市、名
古屋商工会議所）

地公
体／
企

ポートメッセなごや http://www.messenagoya.jp/index.html

11月10日 火
第２回　名城大学技術士会講演会
「生物多様性の保全と持続的な利用～技術者の役割
～」

名城大学技術士会 学

名城大学名駅サテライ
ト（通称ＭＳＡＴ）（ユニ
モール４番出口前、名
駅前ＳＩＡビル13階）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku402.pdf

11月10日 火 10:00

環境カウンセラーと行くVIII セントレアまるごとウォッチン
グ2009（第２回）
「リサイクルの工夫・検疫所の役割」
（空港島内リサイクルセンター 職員／検疫所（厚生労働
省） 職員）

環境カウンセラー　岡本明子 ＮＧＯ セントレア
なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000007516



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

11月９日 月 18:30

COP10と名古屋の役割 ～50人から10000人へ、できる
を見つける～（第３回）
「里山ネットワークの構築」
（日本広告写真家協会 会員　柗原充久）

名古屋会議　環境問題委員会 八事山興正寺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007435
&caldate=2009-11-1

11月８日 日 13:00 第８回犬山シンポジウム「生物多様性と水循環」
ＮＰＯ法人　犬山学術文化交流セン
ター

NGO 犬山国際観光センター
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku201.pdf

11月８日 日 愛西市５３０（ごみゼロ）運動 for COP10 愛西市（主管課 市民生活部環境課）
地公
体

愛西市内全域
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku240.pdf

11月７日 土 14:00
世界平和アピール７人委員会
「いのちを大切にする世界を目指して：生物多様性条約
締約国会議へのアピール」

世界平和アピール七人委員会 ＮＧＯ
中部大学名古屋キャ
ンパス６階大ホール

http://worldpeace7.jp/

11月７日、
８日

土、日 10:00
2009 環境展「ここでわかるよ！水や自然やボクのま
ち！～ふれて・かんじて・はじめまい～」
2009 年COP10 開催１年前記念行事

岡崎市役所 環境部 環境総務課
地公
体

岡崎市 乙川河川敷
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku281.pdf

11月７日 土 10:00

ビオトープ・ガーデン～庭やベランダの小さなふれあい
の場づくり～（第３回）
「名古屋周辺の伝統的な野菜を知ろう！」
（園芸家　加藤隆博）

なごや環境大学実行委員会 事務局
地公
体

伏見ライフプラザ13階
エコパルなごや W.S.

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007363
&caldate=2009-9-30

11月７日 土 10:00

～愛知県チャレンジ女性応援モデル事業～
「命のつながり男(ひと)と女(ひと)の役割＝生物多様性
（COP10）と男女共同参画＝」
セミナー３「 子どもと考える生物多様性」
（ネイチャーゲームトレーナー　青木裕子）

愛知県
地公
体

知多市佐布里緑と花
のふれあい公園
（知多市佐布里台）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/0000026331.html

11月７日 土 ９:30
めざせ！環境メッセンジャー（第２回）
「冬の初めの川の中の生きもの－水生昆虫を探そう－」

多治見市
地公
体

北小木川
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.tajimi.gifu.jp/kankyo/kyoui
ku/messenger.HTM

11月６日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第６
回）
「遺伝子組み換え（技術）の現状と課題」
（豊橋技術科学大学 エコロジー工学系　田中照通）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

11月６日 金 17:50
水環境から里山の未来を考える（第２回）
「淡水魚保全活動の最前線から」
（東海タナゴ研究会　北島淳也ほか）

東海タナゴ研究会 ＮＧＯ 名古屋市内 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007475&
caldate=2009-10-31

11月５日 木 10:00

どまんNakaでみつける暮らしの中の生物多様性！ ～
2010年のCOP10にむけて中区のグリーンマップを作成
しよう～（第３回）
【現地学習】「生き物・みどり・文化などをテーマに歩いて
みよう＜エリアA＞」
（グリーンマップあいち　北村政智）

中生涯学習センター
地公
体

中生涯学習センター
周辺

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007555&
caldate=2009-12-1

11月５日 木 10:00

身近なCOP10 ～家族で見直すエコライフ～（第５回）
「外来種って知ってる?! ～逃がしたペットをめぐる問題
～」
（名古屋大学大学院 生命農学科 博士　森部絢嗣）

緑生涯学習センター
地公
体

緑生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007573
&caldate=2009-11-30

11月４日～
９日

水～月 明日へのメッセージ～ 山田茂樹展 vol.４ ～
明日へのメッセージ実行委員会
（後援 ナチュラルクラブ名古屋）

ＮＧＯ

名古屋市栄 ギャル
リーくさ笛
（住所：名古屋市中区
栄３－２７－２２）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku182.pdf

11月３日 火 12:00
愛知県生物多様性キャラバンセミナー
「「テーホヘ、テホヘ」花祭りから体感する生物多様性」

愛知県
地公
体

東栄町　東栄ドーム周
辺

http://www.nhk-
pn.jp/chubu/c10caravan/yotei/y211103.h
tml



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

11月１日 日 13:30
第２５回名古屋市薬剤師会研修会
講演「「トヨタの森」と環境緑化教育活動について」
（トヨタ自動車株式会社社会貢献推進室　池上博身氏）

社団法人　名古屋市薬剤師会 学
名古屋市立大学医学
部医学研究科医学部
研究棟11階講義室A

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku383.pdf

11月１日 日 13:00

第5回矢作川森の健康診断報告会
・第５回健康診断結果と考察（矢作川研究所：洲崎燈子
氏）
・オプション調査報告
・緑のダム実験（東大愛知演習林：蔵治光一郎氏）
・土壌動物調査（三重中学：小西伴尚氏）
・もっと植生調査（森林課：北岡明彦氏）
・森の健康診断ＷＥＢ紹介（ＳＥ：筏井恵美子氏）
・フロアディスカッション（質疑・自由討論）

矢作川水系森林ボランティア協議会 ＮＧＯ

ＪＡあいち豊田本店ふ
れあいホール
（豊田駅より南へ300
ｍ）

10月31日 土 14:00

「企業（ビジネス）の具体例から考える、生物多様性」セ
ミナー
第１部「生物多様性と企業の具体例について」（日経エ
コロジー編集記者　藤田香氏）
第２部「生物多様性とマーケティング」ワークショップ（生
物多様性条約市民ネットワークＴＥＥＢ作業部会会長
服部　徹氏）

生物多様性条約市民ネットワーク普
及啓発作業部会

ＮＧＯ
ウィルあいち愛知県女
性総合センター

10月31日 土 13:30

いっしき環境まちづくり大学（後期分）
「貝殻からさぐる環境・進化・多様性」
（名古屋大学大学院環境学研究科　講師
林誠司氏）

一色町
地公
体

役場会議棟（旧勤労青
少年ホーム）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

10月31日 土 13:30

いのちを育む里地里山里海フォーラム
・基調講演「生物との共生を実現したイギリス農業」（農
業総合試験場 田中主任）
①ふれあいの里山再生
②水田魚道による魚のゆりかご水田の復活
③里海の森づくり
・総合コメント
コメンテーター：篠田陽作 氏

愛知県（農林水産部農業経営課）
地公
体

愛知県農業総合試験
場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku336.pdf

10月31日 土

自然共生シンポジウム
基調講演「近自然のススメ ～豊かさと自然の両立をめ
ざして～」（スイス近自然学研究所代表　山脇正俊氏）
○ こどもたちからのメッセージ
○ パネルディスカッション「未来はこどもたちのもの～
次の世代にどんな自然を残すのか～」

岐阜県／
財団法人自治総合センター

地公
体。／
公益
法人
等

ホテルグランヴェール
岐山

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku315.pdf

10月30日 金 19:00

２００９年ＣＯＰ１０開催１年前記念行事
おかざき自然体験の森 森の十三夜音楽祭
出 演 者 柴田旺山・内藤美香子
内 容 尺八・竹マリンバ等の演奏による音楽祭

岡崎市環境部自然共生課
地公
体

おかざき自然体験の
森

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku338.pdf

10月30日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第５
回）
「遺伝子組み換え（技術）の現状と課題」
（豊橋技術科学大学 エコロジー工学系　田中照通）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

10月30日 金 14:00
なごや緑の相談所ネット講演会
「緑のまちづくりと生物多様性」

(財)名古屋市みどりの協会／
なごや緑の相談所ネット／名古屋市

公益
法人
等／
地公
体

中区役所ホール
（名古屋市中区栄４丁
目１－８）

環境省中部地方環境事務所後
援
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku220.pdf

10月29日 木
なごやの生き物たちは、今
～第5 回名古屋市動植物実態調査検討会～

名古屋市
地公
体

今池ガスホール（今池
ガスビル9 階）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku363.pdf

10月29日 木 10:00

どまんNakaでみつける暮らしの中の生物多様性！ ～
2010年のCOP10にむけて中区のグリーンマップを作成
しよう～（第２回）
オリエンテーション「グリーンマップづくりスタート！ ～
テーマ探し、グループ分けなど～」
（グリーンマップあいち　中川恵子）

中生涯学習センター
地公
体

中生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007555&
caldate=2009-12-1



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

10月29日 木 10:00

身近なCOP10 ～家族で見直すエコライフ～（第４回）
「ため池の生き物事情 ～小さな池の大きな環境問題
～」
（愛知学泉大学 教授　矢部隆）

緑生涯学習センター
地公
体

緑生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007573
&caldate=2009-11-30

10月26日 月 18:30

COP10と名古屋の役割 ～50人から10000人へ、できる
を見つける～（第２回）
「環境住宅のすすめ」
（協同組合東海地域木材センター 理事長　金子一弘）

名古屋会議　環境問題委員会 八事山興正寺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007435&
caldate=2009-11-1

10月26日 月 15:00

企業とＮＰＯの環境活動セミナー
１基調講演（(株)デンソー経営企画部ＣＳＲ推進室長
岩原 明彦 氏／ＮＰＯ法人パートナーシップ・サポートセ
ンター理事）
２ 事例発表
企業・ＮＰＯ協働環境活動実施例
３ 協働ワークショップ

愛知県（環境部環境政策課）
地公
体

名古屋国際会議場　４
号館
（会議室431・432（第１
部）、会議室435、436、
437（第２部））

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/0000027291.html

10月25日 日 13:30
参加ふれあい ～木づかいでCOP10～
―「2010年COP10木づかい組」結成！―
（1）結団式・勉強会

生物多様性条約第10回締約国会議
支援実行委員会

地公
体

名古屋国際会議場
（133-134会議室及び
会議場）
（名古屋市熱田区）

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/information/img/chirashi13.pdf

10月25日 日 10:00
とんぼ池であそぼう
～とんぼ池の中にはどんないきものがいるのかな～ 岩倉市

地公
体

岩倉市自然生態圏
（岩倉市北島町最中１
番地）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku303.pdf

10月24日 土 14:30
シンポジウム「途上国における地方分権化と森林管理
～アジアにおけ
る事例を中心に～」

名古屋大学大学院国際開発研究科
／
国際協力機構（JICA）

名古屋大学大学院国
際開発研究科８Ｆオー
ディトリアム

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku368.pdf

10月24日 土 13:30

いっしき環境まちづくり大学（後期分）
「ペンギンやアザラシたちを徹底的に追跡する　～バイ
オロギングﾞの紹介～」
（名古屋大学大学院環境学研究科　准教授
依田憲氏）

一色町
地公
体

役場会議棟（旧勤労青
少年ホーム）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

10月24日 土 13:30
親子で考えよう！生物の多様性
講演会と昆虫飼育体験教室

名古屋市生活衛生センター
地公
体

名古屋市生活衛生セ
ンター

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku283.pdf

10月24日 土 13:00
2010年生物多様性条約/カルタヘナ議定書締約国会議
1年前記念集会
「遺伝子組み換え生物は生物多様性を脅かす」

食と農から生物多様性を考える市民
ネットワーク　（MOP５市民ネット）

ＮＧＯ
愛知大学
車道キャンパス・コン
ベンションホール

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku371.pdf

10月24日、
25日

土、日 10:00

第３回人と自然の共生国際フォーラム
１日目：海外からの講演者による基調講演／ＮＰＯ等の
各種団体によるポスターセッション／有識者等によるパ
ネルディスカッション
２日目：海上の森及び県内の森林・里山・生物多様性を
体感できるフィールドの視察とフィールドワーク

人と自然の共生国際フォーラム実行
委員会

地公
体

愛知県産業労働セン
ター（名古屋市中村
区）／海上の森（瀬戸
市海上町他）始め県内
のフィールド

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku218.pdf

10月24日、
25日

土、日 10:00 ワールド・コラボ・フェスタ２００９
ワールド・コラボ・フェスタ実行委員
会

栄公園 オアシス２１ 銀
河の広場／
久屋大通公園 もちの
木広場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.world-collabo.jp/

10月24日、
25日

土、日 10:00

藤前干潟普及啓発事業
「藤前干潟ふれあいデー２００９」
テーマ：山・川・里・海
いのちのつながり 藤前干潟

「藤前干潟ふれあいデー」実行委員
会

稲永ビジターセンター
／名古屋市野鳥観察
館／藤前活動センター

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.nagoya.jp/kurashi/event/
event/nagoya00070453.html

10月24日 土 ９：20

愛知大学経済学部環境経済学公開授業
「COP10まであと１年，生物多様性への地球規模の取り
組みと地域規模の取り組み」

愛知大学経済学部 学
愛知大学豊橋キャン
パス３号館321教室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://taweb.aichi-
u.ac.jp/ecoosawa/pdf/koukai1024.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

10月24日 土 ９:00 バスで行く自然体験教室「生きものみっけバスツアー」 四日市市環境学習センター
地公
体

御池沼沢植物群落、
四日市市少年自然の
家

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku330.pdf

10月23日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第４
回）
「農業・農村開発における参加型生物多様性管理」
（名古屋大学 国際開発研究科　西川芳昭）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

10月23日 金 13:15

都市緑化月間・都市景観の日　連携行事
緑豊かな美しい愛知づくり講演会2009 in　一宮
・はじめに　一宮市からの紹介
・第１部「生きものの視点からみた水と緑のまちづくり（Ｎ
ＰＯ法人生態教育センター理事長　小河原　孝生）
・第２部「そこにしかない地域の魅力とデザインについ
て」（愛知県立芸術大学教授　野田　理吉）

愛知県、一宮市
地公
体

一宮市役所尾西庁舎
６階　大ホール（一宮
市東五城字備前12）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku347.pdf

10月22日 木 10:00

どまんNakaでみつける暮らしの中の生物多様性！ ～
2010年のCOP10にむけて中区のグリーンマップを作成
しよう～（第1回）
（中部リサイクル運動市民の会／グリーンマップあいち
萩原喜之）

中生涯学習センター
地公
体

中生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000007555&
caldate=2009-12-1

10月22日 木 10:00

身近なCOP10 ～家族で見直すエコライフ～（第３回）
「キッチンから生物多様性を考えよう！ ～食材が食卓
に挙がるまでのエネルギー～」
（ビオトープを考える会　多川充佳子）

緑生涯学習センター
地公
体

緑生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007573
&caldate=2009-11-30

10月21日 水 18:30

「楽しく」、「わかりやすく」、「面白く」地球環境の将来を
語り合う夕べ（第1回）
「海洋生物の多様性を守るために ～赤潮の話～」
（技術士 水産部門　鈴木千賀）

愛知県技術士会
公益
団体
等

伏見ライフプラザ12F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007397
&caldate=2009-10-1

10月20日、
21日

火、水 13:30

愛知・名古屋商店街まちづくり2009
１ がんばる商店街フォーラム（大ホール）
10月20日
・開会式・基調講演・パネルディスカッション
２ にぎわい商店街広場（展示場）
10月20日
・オープニングセレモニー・ブース展示、アトラクション
10月21日
・ブース展示、アトラクション

愛知・名古屋商店街まちづくり実行
委員会

地公
体／
企

愛知県産業労働セン
ター

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nhk-pn.jp/chubu/shotengai/

10月19日 月 18:30

COP10と名古屋の役割 ～50人から10000人へ、できる
を見つける～（第１回）
「COP10開催までの道のりと名古屋の役割」
（中京大学総合政策学部 客員教授　松原武久／八事
山興正寺 住職　梅村正昭）

名古屋会議　環境問題委員会 八事山興正寺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007435
&caldate=2009-11-1

10月18日 日 水の大切さ学ぶ　アサヒビール環境文化講座
アサヒビール株式会社／中日新聞
社

東山動植物園／アサ
ヒビール名古屋工場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.chunichi.co.jp/article/release
/CK2009090902000047.html

10月18日 日 紅葉の平湯散策～大ネズコを訪ねて 飛騨・北アルプス自然文化センター
地公
体

中部山岳国立公園 奥
飛騨温泉郷平湯地区

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku276.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

10月18日 日 13:00

コーヒー好きのあなたに伝えたい！！みんながハッピー
になる
「サスティナブルコーヒー」
第一部生物多様性とコーヒーのつながり
第二部サスティナブルコーヒー認証／支援団体の紹介
「私たちがサスティナブルコーヒーを“勧める”理由」
第三部パネルディスカッション～ＣＯＰ10に向けて～コー
ヒーを通じて名古屋ができること

なごや環境大学／
日本サスティナブルコーヒー協会

地公
体／

伏見ライフプラザ５階
鯱城ホール

10月18日 日 ９:30 第２８回全国・自然歩道を歩こう大会・愛知県大会
愛知県環境部自然環境課／愛知県
ウオーキング協会　共催

地公
体

犬山区域の東海自然
歩道

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku210.pdf

10月17日 土 13:00

名古屋の伝統的工芸技術でエコグッズを作ろう ～
COP10を海外のこどもと一緒に考えよう～（第１回）
「名古屋友禅・有松鳴海絞りなどの伝統的工芸の技術・
技法で“はし袋”“エコバッグ”“風呂敷”作り」
（伝統工芸士　中村修／伝統工芸士　赤塚順一）

NPO法人持続可能な伝統文化を守
る会

ＮＧＯ
ウィルあいち 創作スタ
ジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007520
&caldate=2009-10-31

10月17日 土 10:00

いぬやま環境フェア２００９
テ ー マ：僕らの地球を守ろう
知って減らそうＣＯ２・「生物多様性」って何？
内 容：企業ブース出展・里山体験講座開講など
特別講演会：「未来のためにできること」
（気象予報士 小越久美 氏）

犬山市
地公
体

犬山市民健康館さら・
さくら ／ 犬山里山学
センター

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku305.pdf

10月17日 土 10:00
シンポジウム「湿地の生物多様性─ラムサールCOP10
からCBD-COP10へ─」

ラムサール・ネットワーク日本／
CBD市民ネット湿地の生物多様性部
会

ＮＧＯ
名古屋港ポートビル
4F講堂（名古屋市港区
港町1-9）

10月16日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第３
回）
「農業・農村開発における参加型生物多様性管理」
（名古屋大学 国際開発研究科　西川芳昭）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

10月16日 金 14:00 生物多様性講演会 名古屋市生活衛生センター
地公
体

名古屋市生活衛生セ
ンター

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku282.pdf

10月16日 金 ９:30
われらと生き物の未来－市民がつくる生物多様性地域
戦略」

中部弁護士会連合会

ウェスティンナゴヤ
キャッスル（愛知県名
古屋市西区樋の口町3
番19号）

http://www.chubenren.jp/news/images/h
21_00sympo2.jpg

10月15日 木 10:00

身近なCOP10 ～家族で見直すエコライフ～（第２回）
「まちに自然を取り込むガーデン・ビオトープ ～我が家
の庭も生物多様性～」
（ビオトープを考える会　多川充佳子）

緑生涯学習センター
地公
体

緑生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007573
&caldate=2009-11-30

10月13日 火 10:00

環境カウンセラーと行くVIII セントレアまるごとウォッチン
グ2009（第１回）
「セントレアの秘密・税関の役割」
（中部国際空港(株) 職員／税関（財務省） 職員 ほか）

環境カウンセラー　岡本明子 ＮＧＯ セントレア
なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000007516

10月12日 月 13:00
COP10開催１年前記念行事
生物多様性フォーラム

生物多様性条約第10回締約国会議
支援実行委員会

地公
体

名古屋国際会議場 http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/information/img/chirashi12.pdf
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10月11日 日 13:00

はじめて「わかった！」と思える生物多様性シンポジウ
ム「いのちをいただく、知恵を授かる～生き物が支えるく
らし」

なごや環境大学／社団法人名古屋
建設業協会／社団法人愛知県建設
業協会

地公
体／
公益
法人
等

名古屋市中区役所
ホール

環境所中部地方環境事務所後
援

10月11日 日 10:00

いっしき環境まちづくり大学（後期分）
「海を渡る蝶アサギマダラ観察会」
（半田農業高校　教諭　窪田宣和氏）
※佐久島大学と合同開催になります

一色町
地公
体

役場会議棟（旧勤労青
少年ホーム）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

10月11日 日 10:00

生物多様性条約COP10/MOP5開催１年前イベント
・CBD市民ネット会員団体の活動発表と意見交換
・立食交流会
○オープニングスピーチ
CBD事務局長アーメド・ジョグラフ氏
「国際生物多様生年に向けて－生物多様性条約
COP10に対する市民社会への期待
Toward International Year of Biodiversity-Expectation
for Civil Society
○テーマ１「ポスト2010年目標」にCBD市民ネットは何を
求めるか（仮題）
○テーマ２CBD市民ネット各作業部会からの報告（法制
度、湿地、MOP5、沿岸・海洋、普及啓発、TEEB、沖縄、
流域ほか）

生物多様性条約市民ネットワーク ＮＧＯ
名古屋国際会議場（４
階）
レセプションホール

10月10日、
11日

土、日 10:00 あいちワールド・フレンドシップ・フェスタ 愛知県
地公
体

愛・地球博記念公園
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/kokusai/friendshi
p/index.htm

10月10日、
11日

土、日 10:00 COP10開催１年前記念行事
生物多様性条約第10回締約国会議
支援実行委員会

地公
体

愛・地球博記念公園 http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/information/img/chirashi11.pdf

10月10日 土 10:00

なごや農樂校（第１回）
「なごや農樂校 農業概論（農の暦を見直す）」
（太田／鶴岡）

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク

ＮＧＯ 鶴々亭（昭和区鶴舞） なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007423
&caldate=2009-12-1

10 月10日 土 ９:00
めざせ！環境メッセンジャー（第１回）
「命の源－川－」

多治見市
地公
体

中津川市
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.tajimi.gifu.jp/kankyo/kyoui
ku/messenger.HTM

10月９日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第２
回）
「地域生物多様性の保全とその評価」
（中部大学 応用生物学部　南基泰）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1

10月９日 金 15:00 「生物多様性　日本アワード」授与式
環境省
(財)イオン環境財団

公益
法人
等

名古屋マリオットアソシ
アホテル16階　タワー
ズボールルーム

http://www.aeon.info/ICSFiles/afieldfile/2
009/06/04/090604R.pdf

10月８日 木 12:30

中経連テクノフェア2009
(1)フォーラム
基調講演 「生物多様性と産業界への期待(仮)」（名古屋
市立大学大学院経済学研究科 准教授 香坂 玲 氏）
講演「産業育成そして環境保護(仮)」企業の環境取組と
産業育成についてのご紹介（講演者未定）
(2)技術シーズ展示会
産業界の明日に役立てたい技術シーズや環境取組の
展示

(社)中部経済連合会
公益
法人
等

名古屋栄ビルディング
12階

環境省中部地方環境事務所後
援
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.vbsc.net/event/te2009-1.pdf
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10月８日 木 10:00

身近なCOP10 ～家族で見直すエコライフ～（第１回）
【公開講座】「COP10で何するの？ ～なごやの人ができ
ること～」
（ビオトープを考える会 会長　長谷川明子）

緑生涯学習センター
地公
体

緑生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007573
&caldate=2009-11-30

10月６日 火 10:30 段戸国有林「漁民の森林づくり活動」

蒲郡市漁協青年部連絡協議会／Ｎ
ＰＯ法人穂の国森づくりの会／愛知
県立三谷水産高等学校／蒲郡市／
愛知県東三河農林水産事務所／林
野庁中部森林管理局愛知森林管理
事務所

地公
体／
NGO
／国

愛知県北設楽群設楽
町段戸国有林内

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku60.pdf

10月５日 月 13:30

シンポジウム「都市と生物多様性」～生物多様性を支え
る都市のみどり～
・基調講演「生物多様性を支える都市のみどり」（ 中部
大学教授 涌井史郎）
・最近のみどりの施策の動向 （国土交通省）
・多摩・三浦丘陵の緑と水をつなぐ（川崎市）
・企業緑地を活用した生物多様性の取組について（ (財)
都市緑化基金）
・海外の都市における生物多様性の取組について （名
古屋市）

（社）日本公園緑地協会／
大都市都市公園機能実態共同調査
実行委員会

公益
法人
等

宗次ホール（名古屋市
中区栄4-5-14）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.posa.or.jp/sub/info/news0909
0801.html

10月４日 日 14:00

『名古屋NGOセンター、生物多様性フォーラム、中部
ESD拠点推進会議』合同意見交換会
第３回「生物多様性でセクターを越える」
―私の活動とCOP10が問うものー
 
第１部：生物多様性条約前文を読む
第2部：女性と生物多様性について

名古屋NGOセンター／
生物多様性フォーラム／
中部ESD拠点推進会議

COMBi本陣N106
（名古屋市中村区松原
町１丁目24番地）

10月４日 日 13:00
エコでピースなくらし方（第１回）
「ミツバチが消えた！生態系を見出したのはだれ!!」
（田中 優）

アースネット・なごや ＮＧＯ
ウィルあいち 視聴覚
室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007373
&caldate=2009-10-1

10月４日 日 10:00 環境映像祭 in 金沢
国連大学高等研究所いしかわ・かな
ざわオペレーティングユニット

金沢21世紀美術館１
階レクチャーホール

http://www.shimizukobundo.com/wordpre
ss-top/wp-
content/uploads/2009/09/environmentalf
ilmfestival2009kanazawa.pdf

10月３日 土 17:00
お月見コンサート in 揚輝荘
プログラムⅡ 狂言と生物多様性 ～COP10 一年前記念
企画～

「こよみあそび」実行委員会／なごや
環境大学実行委員会

揚輝荘（名古屋市千種
区）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku326.pdf

10月３日 土 10:00

ビオトープ・ガーデン～庭やベランダの小さなふれあい
の場づくり～（第２回）
「名古屋周辺の伝統的な植物を知ろう！」
（園芸家　加藤隆博）

なごや環境大学実行委員会 事務局
地公
体

伏見ライフプラザ13階
エコパルなごや W.S.

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007363
&caldate=2009-9-30

10月３日 土 10:00

～愛知県チャレンジ女性応援モデル事業～
「命のつながり男(ひと)と女(ひと)の役割＝生物多様性
（COP10）と男女共同参画＝」
セミナー２「 ‟食”・・生命をいただく」
（郷土料理研究家／栄養と料理インストラクター　久村
祥子）

愛知県
地公
体

南知多町保健センター
（知多郡南知多町）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/0000026331.html

10月３日 土 10:00
愛知県生物多様性キャラバンセミナー
「いのちのつながりを考える生物多様性クッキング！魚
をさばいて安城の郷土料理「煮味噌」作りに挑戦！」

愛知県
地公
体

安城市文化センター料
理実習室 （住所／安
城市桜町17－11）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nhk-
pn.jp/chubu/c10caravan/yotei/y210920.h
tml

10月３日 土 こども環境教育プログラム「子ども樹木博士」 飛騨・北アルプス自然文化センター
地公
体

飛騨・北アルプス自然
文化センター及び周辺
の森

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku265.pdf

10月２日 金 17:50

持続可能な社会X ～各論編（遺伝子・農林業）～（第１
回）
「地域生物多様性の保全とその評価」
（中部大学 応用生物学部　南基泰）

愛知学長懇話会 学
エコパルなごや
バーチャルスタジオ

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007607
&caldate=2009-12-1
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10月２日 金 17:50
水環境から里山の未来を考える（第１回）
「郷土力を培う水環境」
（越前大野市イトヨの郷 館長　森誠一）

東海タナゴ研究会 ＮＧＯ 名古屋市内 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007475
&caldate=2009-10-31

10月１日 木 13:00

フォーラム　生物多様性
（１） 趣旨説明 辻本 哲郎（名古屋大学大学院）
（２） 特別講演 橘川 次郎
（クィーンズランド大学 客員教授）
（３） パネルディスカッション

名古屋流域圏水理研究院（NHRI）
応用生態工学会COP10 対応WG

学
名古屋大学 豊田講堂
シンポジオン会議室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nhri.jp/091001_BDsympo.pdf

９月29日 火 18:30

第３回中部ESD拠点連続講座
テーマ
「伊勢・三河湾流域圏におけるグッド・プラクティスの共
有化とサイバー対話ー第3回伊勢・三河湾流域圏ＥＳＤ
フォーラムに向けて」

中部ESD拠点運営委員会 ＮＧＯ
中部大学名古屋キャ
ンパス（６階大ホール）

９月27日 日 13:00

親子お話ｄｅクラフトクラブ～地球と生き物たちの未来～
（第５回）
「水辺の生き物とビオトープについて知る」
（日本ビオトープ管理士中部支部 会長　長谷川明子、
ART&LIFE自然学校 代表　宮崎喜一）

ART&LIFE自然学校 NGO
名古屋文化短期大学
南山研修施設（瀬戸市
南山口町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006668
&caldate=2009-5-11

９月27日 日 13:30

湿地のワイズユース評価ワークショップ
（講師：日本湿地学会会長、日本国際湿地保全連合会
長／辻井達一氏、日本国際湿地保全連合事務局長／
佐々木美貴氏）

ＮＰＯ法人日本国際湿地保全連合
ＮＰＯ法人藤前干潟を守る会
(財)日本野鳥の会

NGO
／

公益
法人
等

藤前干潟稲永ビジター
センター（名古屋市港
区野跡４丁目11番地２
号）

９月27日 日 13:00

東山再生フォーラム
第１回「人と自然をつなぐ懸け橋へ」
基調講演「ＣＯＰ10を迎えるにあたって」（桐蔭横浜大学
特任教授　涌井史郎）
パネルディスカッション及び意見交換（緑と歴史に包ま
れて）

名古屋市東山総合公園
地公
体

名古屋市東山総合公
園

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku243.pdf

９月26日 土 14:00
『いのちはみんなつながっている～自然豊かなふるさと
を未来へ』

NPO法人ひだ位山ふるさと学校 ＮＧＯ
高山市一之宮公民館
（岐阜県高山市一之宮
町）

http://www.e-hida.com/hurusato/cgi-
bin/inf7/inf7.cgi?

９月26日 土 13:30

湿地保全講演会～ラムサール条約登録を目指して～
「湿地と人間～湿地と付き合ってきた人間の物語」(日本
湿地学会会長、日本国際湿地保全連合会長／辻井達
一氏）
「シラタマホシクサはなぜ、減ったのか～湧水湿地をめ
ぐる自然の変化～」(名古屋大学非常勤研究員／富田
啓介氏）

豊田市自然観察の森
地公
体

豊田市環境学習施設
エコット
（豊田市渡刈町大明神
39-3 渡刈クリーンセン
ター内）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku219.pdf

９月26日 土 13:30 フォーラム「生物多様性条約ＣＯＰ10と男女共同参画」 ＮＰＯ法人ウィル21フォーラム NGO
ウィルあいち女性総合
センター、３階大会議
室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku216.pdf

９月24日 木 18:00

生物多様性白書を読むワークショップ
～里山里海の利用と保全活動が創る北陸地方の生物
多様性～

環境省中部地方環境事務所 国
石川県立生涯学習セ
ンター

http://chubu.env.go.jp/to_2009/0910a.ht
ml

９月20日 日 10:00 環境デーなごや2009中央行事 環境デー名古屋実行委員会
地公
体

久屋大通公園
（もちの木広場、エンゼ
ル広場、久屋広場、光
の広場）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku193.pdf

９月20日 土 ９:30
愛知県生物多様性キャラバンセミナー
「海からの贈り物 干潟の生き物と浜辺の宝物見っけ
よ！」

愛知県
地公
体

知多市　新舞子海岸
周辺

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nhk-
pn.jp/chubu/c10caravan/yotei/y210920.h
tml



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

９月19日 土 13:00
成長と共生の環境調和型物質循環社会－バイオエタ
ノールと生物多様性ＣＯＰ10－

名城大学私立大学戦略的研究基盤
形成支援事業「アグリオミクスによる
環境調和型物質循環の構築」プロ
ジェクト

学
名城大学共通講義棟
北Ｎ201教室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku242.pdf

９月19日 土 10:00

ビオトープ・ガーデン～庭やベランダの小さなふれあい
の場づくり～（第1回）
「ビオトープ・ガーデンってなんだろう？」
（財団法人日本生態系協会　遠藤　立）

なごや環境大学実行委員会 事務局
地公
体

伏見ライフプラザ５階
鯱城ホール

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000007363
&caldate=2009-9-30

９月16日 水 10:30

世界資源フォーラム：愛知・名古屋からの発信
－未来につなぐ資源循環型社会と生物多様性に関する
国際シンポジウム－
環境省廃棄物・リサイクル対策部循環型社会推進室
長、横浜国立大学　松田裕之　教授

Ｒ'０９ Twin World Congress 国内実
行委員会

学
名古屋大学豊田講堂
名古屋市千種区不老
町

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku137.pdf

９月16日 水 10:00

第１回北西太平洋地域における海洋生物多様性に関
するワークショップ
基調講演／セッション１：ＮＯＷＰＡＰ参加国における最
近の生物多様性関連活動の現状／セッション２：ＮＯＷ
ＰＡＰ参加国における海洋生物多様性関連のデータ及
び情報／総合討論：生物多様性または生態系を指標と
した新しい沿岸環境評価手法の確立を目指して

財団法人環日本海環境協力セン
ター

公益
法人
等

タワー１１１　３階スカ
イホール（富山市牛島
新町５－５）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku223.pdf

９月15日 火 13:00
シンポジウム「流域環境権を基にこの国の形を創る」
～自治体のあり方を流域から発想する～

「流域環境権を基にこの国の形を創
る」シンポジウム実行委員会

NGO
ホテルグランコート名
古屋７階「ザ・グラン
コート」

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku209.pdf

９月12日 土 13:30

植物園・国際シンポジウム
・基調講演
「里山における生物多様性の保全と活用」（金沢大学教
授　中村浩二）／「経済発展と植物多様性について」（全
南大学（韓国）教授　任炯卓（ｲﾑﾋｮﾝﾀｸ）
・パネルディスカッション
「生物多様性保全と植物園の果たす役割」

平成21年度国際シンポジウム実行
委員会

地公
体

名古屋市公会堂大
ホール（昭和区鶴舞公
園内）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku234.pdf

９月12日 土 10:00
藤前干潟の生物多様性について考える（第４回）
「干潟のプランクトン」
（愛知工業大学　永野真理子）

NPO法人 藤前干潟を守る会 NGO 藤前活動センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006766
&caldate=2009-4-30

９月６日 日 14:00

平成２１年度中部獣医師会連合会大会（あいち2009）
特別講演：コウノトリの野生復帰－生物多様性の保全・
再生－
（兵庫県立大学 准教授／コウノトリの郷公園 主任研究
員　大迫義人氏 ）

中部獣医師会連合会
公益
法人
等

ルブラ王山
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku289.pdf

９月５日 土 13:30

～愛知県チャレンジ女性応援モデル事業～
「命のつながり男(ひと)と女(ひと)の役割＝生物多様性
（COP10）と男女共同参画＝」
セミナー１「COP10 と女性の役割」
（環境カウンセラー　浅野智恵美さん）

愛知県
地公
体

ウィルあいち２階
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/0000026331.html

９月５日 土 13:30

絶滅の恐れのある植物と生物多様性
・「絶滅危惧植物と生物多様性」（国立科学博物館研究
主幹　國府方吾郎）
・「植物園の湿地環境を生かした植物保全事例」（東山
植物園参与　岡島徳岳）

名古屋市東山動植物園
国立科学博物館

地公
体／
公益
法人
等

東山植物園植物会館
研修室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

９月５日 土

「子どもたちの生きもの調査」
-幼児の遊びと生活という視点からの生物多様性－
シンポジウム「生き物との触れ合いを通して育つもの」
(愛知教育大学教授　野田　敦敬、環境教育特別委員）

（社）愛知県私立幼稚園連盟
公益
法人
等

名古屋ダイヤパレスビ
ル/愛知県私立幼稚園
連盟加盟園　調査参
加園（約90園）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku141.pdf

９月３日 木 13:30

セミナー「生物多様性と民間事業者の参画」
「生物多様性民間参画ガイドライン」について（環境省自
然環境局自然環境計画課／生物多様性地球戦略企画
室 室長補佐 鈴木 渉 ）
【第２部】
・民間事業者等が取組む際の考え方や取組事例につい
て（ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）グローバル・ポリシー・
ユニット日本プロジェクトオフィス シニア・プロジェクト・オ
フィサー 古田尚也 氏）
・生物多様性と経済に関する国際的な動きについて（名
古屋大学エコトピア科学研究所 教授 林 希一郎氏）

環境省中部地方環境事務所 国
ダイテックサカエ ５階
マノアホール

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku292.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
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９月１日 火 13:30

ＣＯＰ１０プレシンポジウム
－生物多様性と工学の関わり－
「微生物の多様性：水圏生態系の動的安定性」
（京都大学　生態学研究センター　教授　中野伸一）
「生物多様性のリスク管理工学」
（横浜国立大学　環境情報研究院　教授　松田裕之）

名古屋工業大学／
（財）日比科学技術振興財団

学/
公益
法人
等

名古屋工業大学・講堂
会議室（名古屋市昭和
区御器所町）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.jsce.or.jp/branch/chubu/

８月29日 土 14:00

食糧問題から見えてくる生物多様性－ポストグローバリ
ゼーションの可能性を探る－（第３回）
「日本で生物多様性農業は可能か？ ～納屋に眠るタネ
が世界を救う～」
（CSOピースシード　浜田真理子）

生物多様性フォーラム NGO
名古屋市市政資料館
第３集会室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006614
&caldate=2009-5-11

８月29日 土 ７:00
愛知県生物多様性キャラバンセミナー
「夏休み最後の思い出！三河湾のスナメ リ に会いに行
こっ！」

愛知県
地公
体

田原市伊良湖港発
三河湾周辺

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nhk-
pn.jp/chubu/c10caravan/yotei/y210829.h
tml

８月27日 木 13:30
平成21年度いっしき環境まちづくり大学
「日本一の生産「うなぎ」の生態」
（水産試験場内水面漁業研究所　石田　俊朗）

一色町
地公
体

一色町役場会議棟駐
車場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

８月26日 水 18:30
河川文化を語る会
「川と氾濫原の生物多様性」
（東大教授　鷲谷　いずみ）

(社)日本河川協会
公益
法人
等

東京都千代田区麹町
２－６－５

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.japanriver.or.jp/kataru/kataru_
no135.htm

８月24日 月 13:30
平成21年度いっしき環境まちづくり大学
「雄大な一色干潟」
（梅村植物調査事務所　梅村幸稔）

一色町
地公
体

一色町役場会議棟駐
車場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

８月23日 日 13:00

親子お話ｄｅクラフトクラブ～地球と生き物たちの未来～
（第４回）
「山の暮らしと生き物とのつながりについて知る」
（トヨタ白川郷自然学校 校長　西田真哉、ART&LIFE自
然学校 代表　宮崎喜一）

ART&LIFE自然学校 NGO
名古屋文化短期大学
南山研修施設（瀬戸市
南山口町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006668
&caldate=2009-5-11

８月22日 土 13:00

大切な地球 美しい自然を 煌めきある子供達のために
社団法人愛知中央青年会議所 8 月度公開例会
・基調講演（石原良純）/特別講座（田中優）/パネルディ
スカッション

社団法人愛知中央青年会議所
公益
法人
等

三好町サンアート大
ホール（西加茂郡三好
町大字三好字大慈山
１－１）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://aichi-
chuo.jp/2009/photo/200908/200908.jpg

８月16日、
17日

日、月 ８:00
トムソーヤクラブスペシャルツアー君も今日から
恐竜博士・おさかな博士・鳥博士！

ウェスティンナゴヤキャッスル
株式会社　日本旅行

企業 ＪＲ名古屋駅集合
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku125.pdf

８月16日 日 16:30
ウェスティンナゴヤキャッスル開業４０周年記念 ×ＣＯＰ
１０パートナーシップ事業
さかなクンと学ぶ！遊ぶ！おさかなワールド

ウェスティンナゴヤキャッスル 企業

ウェスティンナゴヤ
キャッスル（愛知県名
古屋市西区樋の口町3
番19号）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.castle.co.jp/wnc/event/sakan
akun/index.html

８月12日 水 10:00 生物多様性第1回市民検討会議
名古屋市環境局環境都市推進部生
物多様性企画室

地公
体

ＳＭＢＣパーク
（栄中区錦３－25－
20）

http://www.n-
kd.jp/modules/news/article.php?storyid=1
59

８月８日 土 13:30
ＣＯＰ10講演会（勉強会）
ＣＯＰ10・生物多様性って、な～に？
（環境カウンセラー　浅野智恵美）

油ヶ淵美化ネット・ＣＯＰ10油ヶ淵ツ
アー誘致準備会

NGO

安城市南部公民館２Ｆ
会議室
（安城市和泉町大下
38）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku180.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
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８月８日 土 ９:30
愛知県生物多様性キャラバンセミナー
「夏休みスペシャル！身近な里山・湿地でカブトムシ・
ハッチョウトンボ見っけよっ！」

愛知県
地公
体

日進市総合運動公園
周辺

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nhk-
pn.jp/chubu/c10caravan/yotei.html

８月７日 金 19:00 「生態系と生物多様性の経済学」とは？
生物多様性条約市民ネットワーク
ＴＥＥＢ作業部会

NGO
住友信託銀行名古屋
駅前支店（名古屋市中
村区名駅４－８－１４）

８月５日 水 14:00

住友信託銀行 名古屋駅前支店企画
（2010年COP10名古屋開催決定記念）
夏休み 家族で学ぶエコ＆マネーセミナー
第１部マネー教室！『銀行って何をしているの？？』／
第２部『生物多様性ってなあに？？』環境カウンセラー
浅野智恵美氏によるトーク＆○×クイズ

住友信託銀行　名古屋駅前支店 企業
住友信託銀行名古屋
駅前支店（名古屋市中
村区名駅４－８－１４）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku227.pdf

８月５日 水 ９:00

中学生・高校生向けESD講座「2050年担い手塾」生物
多様性を触って、食べて、感じよう！（第４回）
「合宿２日目 ひとの暮らしと自然 ～原生林と人工林～」
（奥矢作森林塾　杉野賢治、地域の未来・志援センター
井上淳之典）

NPO法人地域の未来・支援センター NGO 奥矢作森林塾 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000006621

８月４日 火 13:30
オープンフォーラム第３回
「流域圏と生物多様性」

文部科学省科学技術振興調整費受
託研究「伊勢湾流域圏の自然共生
型環境管理技術開発」研究グループ

学
名古屋大学豊田講堂
シンポジオン会議室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.errp.jp/documents/090804.pd
f

８月４日 火 10:00 シンポジウム「多様な海洋生物の魅力をさぐる」
東海大学海洋学部／
名古屋港水族館

学／
公益
法人
等

名古屋港ポートビル
（名古屋市港区港町１
－９）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.scc.u-
tokai.ac.jp/ocean/oe/2009.pdf

８月４日 火 10:00

中学生・高校生向けESD講座「2050年担い手塾」生物
多様性を触って、食べて、感じよう！（第３回）
「合宿１日目 食～いのちをいただくということ～」
（奥矢作森林塾　杉野賢治、名古屋大学　高野雅夫）

NPO法人地域の未来・支援センター NGO 奥矢作森林塾 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000006621

８月３日～
５日

月～水

生物多様性アジアユース会議
・生物多様性に関する講演・勉強ワークショップ
・エクスカーション（現場体験ツアー）
・ユースステートメント（宣言文）とアクションプランの作
成・発表

環境省
愛知県

国／
地公
体

ウィルあいち（愛知県
名古屋市東区上竪杉
町１番地）

協力：
全国青年環境連盟（エコリー
グ）

８月２日 日 14:00

第２回中部ＥＳＤ拠点推進会議
生物多様性フォーラム　名古屋NGOセンター合同意見
交換会
「生物多様性でセクターを越える」
～私の活動とCOP10が問うもの～

生物多様性フォーラム／
中部ESD拠点推進会議／
名古屋NGOセンター

NGO

COMBi本陣N106
元本陣小学校
(〒453-0021　名古屋
市中村区松原町１丁
目24番地)

８月２日 日 ８:45
平成21年度いっしき環境まちづくり大学
「８月の野鳥観察」
（一色野鳥クラブ　外山日出光）

一色町
地公
体

一色町役場会議棟駐
車場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

８月２日 日 ６:00
ざわざわ森の生物多様性（第５回）
「里山の生物多様性」
（自然観察指導員　高松一史、田中守（ぞうりづくり））

大将ヶ根ざわざわ森クラブ NGO
ざわざわ森 ／境松集
会所

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006736
&caldate=2009-4-30

８月1日 土 13:00

環境国際シンポジウムin能登
・特別講演「気候変動と生物多様性」（インド・エネル
ギー資源研究所［TERI]所長、気候変動に関する政府間
パネル[IPCC]議長、2007年ノーベル平和賞受賞　ラジェ
ンドラ・パチャウリ）
スペシャル・トーク・セッション「子どもたちに残していき
たい自然環境について語ります」
（参議院議員、APFED議長、元環境大臣、元外務大臣
川口　順子/女優　若村麻由美/国連大学高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット所長　あ
ん・まくどなるど　氏）
パネルディスカッション「地域コミュニティと生物多様性
～日本の里山里海を例に」

石川県/七尾市/（財）地球環境戦略
研究機関/金沢大学/国連大学高等
研究所いしかわ・かなざわオペレー
ティング・ユニット

地公
体/公
益法
人/学

能登演劇堂（七尾市中
島町）

環境省後援
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.ishikawa.jp/kikaku/apfed.
html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

８月１日～
２日

土～日 ９：50
親子で考える環境問題
公開講座ｉｎ名古屋大学2009 日本経済新聞社名古屋支社 企業

名古屋大学キャンパス
IB電子情報館2階

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.adnet.jp/nikkei/oyako/

８月１日 土 ８:30 エコキャンパスプログラム～第２回親子里山自然教室
名城大学／
読売新聞

学／
企業

岐阜県可児市久々利
「我田の森」／名城大
学可児キャンパス

http://chubu.yomiuri.co.jp/kyoiku/ecocam
pus/boshu/20090801.pdf

７月31日 金 13:30
平成21年度いっしき環境まちづくり大学
「実は面白いチリメンモンスター」
（梅村植物調査事務所　梅村幸稔）

一色町
地公
体

一色町役場会議棟駐
車場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.town.isshiki.lg.jp/kankyou/cat
198/post_3.html

７月29日 水 13:30
オープンフォーラム第２回
「流域圏と生物多様性」

文部科学省科学技術振興調整費受
託研究「伊勢湾流域圏の自然共生
型環境管理技術開発」研究グループ

学
名古屋大学豊田講堂
シンポジオン会議室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.errp.jp/documents/090804.pd
f

７月26日 日 13:00

親子お話ｄｅクラフトクラブ～地球と生き物たちの未来～
（第３回）
「日本の野生動物の生態について知る」
（プレック研究所　西垣士郎、ART&LIFE自然学校 代表
宮崎喜一）

ART&LIFE自然学校 NGO
名古屋文化短期大学
南山研修施設（瀬戸市
南山口町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006668
&caldate=2009-5-11

７月26日 日 09:30
第４回維摩池自然観察交流会
「テーマ：夏の生き物にしたしもう」

ＮＰＯ法人　心豊かにＡＲＤの会
(維摩池ファンクラブ）

NGO
維摩池
（名鉄瀬戸線尾張旭
駅）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku11third.pdf

７月25日 土 16:00
第55回東海公衆衛生学会　公開講座
「動物園のこれから」～生物多様性を考える～
（東山動物園長　小林　弘志）

名古屋市
地公
体

名古屋市立大学医学
部研究棟

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku159.pdf

７月25日 土 10:00

なつやすみだよ！NHKこどもエコスクール（第４回）
「身近な生き物とふれあってみよう！！～『生物多様
性』って何だろう？～」
（未定）

NHK名古屋放送局／
なごや環境大学実行委員会／
名古屋市

公益
法人
等/
地公
体

NHK名古屋放送セン
タービル
（東区東桜１丁目）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006645
&caldate=2009-7-1

７月24日 金 14:00 生物多様性セミナー　企業向けセミナー本編その２ 三井住友銀行 企業 SMBCパーク栄
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku38new.pdf

７月24日 金 10:00

なつやすみだよ！NHKこどもエコスクール（第３回）
「身近な生き物とふれあってみよう！！～『生物多様
性』って何だろう？～」
（未定）

NHK名古屋放送局／
なごや環境大学実行委員会／
名古屋市

公益
法人
等/
地公
体

NHK名古屋放送セン
タービル
（東区東桜１丁目）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006645
&caldate=2009-7-1

７月23日 木 10:00

なつやすみだよ！NHKこどもエコスクール（第２回）
「身近な生き物とふれあってみよう！！～『生物多様
性』って何だろう？～」
（未定）

NHK名古屋放送局／
なごや環境大学実行委員会／
名古屋市

公益
法人
等/
地公
体

NHK名古屋放送セン
タービル
（東区東桜１丁目）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006645
&caldate=2009-7-1

７月23日 木 13:30

環境問題に取り組む企業・団体を訪ねて考えよう ～
COP10の意義と私たちにできること～（第６回）
「ソーラーシステム実践事例～太陽熱利用の可能性～」
（(株)OMソーラー　村田昌樹）

名東生涯学習センター
地公
体

名東生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006712
&caldate=2009-5-11

７月22日 水 10:00

なつやすみだよ！NHKこどもエコスクール（第１回）
「身近な生き物とふれあってみよう！！～『生物多様
性』って何だろう？～」
（未定）

NHK名古屋放送局／
なごや環境大学実行委員会／
名古屋市

公益
法人
等/
地公
体

NHK名古屋放送セン
タービル
（東区東桜１丁目）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006645
&caldate=2009-7-1

７月19日 日 10:00
ざわざわ森の生物多様性（第４回）
「『トンボ池』の生き物」
（自然観察指導員　高松一史、田中守（ぞうりづくり）)

大将ヶ根ざわざわ森クラブ NGO
ざわざわ森 ／境松集
会所

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006736
&caldate=2009-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

７月18日 土 13:30
中部の環境を考える会　７月例会
『漁で生きる人たちから見た川と海の生物環境の変化』

中部の環境を考える会 NGO

「生協生活文化会館」
３階（多目的室）
（名古屋市千種区本山
交差点南）

７月18日 土 12:30

中学生・高校生向けESD講座「2050年担い手塾」生物
多様性を触って、食べて、感じよう！（第２回）
「毎日の献立から、生き物のつながりを考えよう！」
（名古屋大学　高野雅夫、地域の未来・志援センター
駒宮博男）

NPO法人地域の未来・支援センター NGO 名古屋市内 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000006621

７月12日 日 13:00
愛知県生物多様性キャラバンセミナー
「焼きおにぎりから知る、里山・ため池と生物多様性」

愛知県
地公
体

美浜町生涯学習セン
ター　知多郡美浜町大
字北方字十二谷125

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.aichi.jp/0000025517.html

７月12日 日 13:00
生物多様性条約ＣＯＰ10　提言集会（中部ＥＳＤ勉強会）
「生物多様性条約締約国会議（COP10 ）に何を提言す
べきか」

中部大学ESD研究会
中部ESD拠点推進会議
CBD市民ネットワーク中部地域作業
部会（仮称）

学／
NGO

中部大学鶴舞キャン
パス510号室

７月10日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第14
回）
「自然環境と生物多様性を支える植物の多彩な機能」
（元 名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科
教授　谷本英一）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

７月９日 木 13:00

環境問題に取り組む企業・団体を訪ねて考えよう ～
COP10の意義と私たちにできること～（第５回）
「現地学習「名古屋港から水環境を考える」船で名古屋
港を巡って水質検査」
（NPO法人 伊勢湾フォーラム 社員）

名東生涯学習センター
地公
体

名古屋港 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006712
&caldate=2009-5-11

７月４日 土 14:00

食糧問題から見えてくる生物多様性－ポストグローバリ
ゼーションの可能性を探る－（第２回）
「遺伝子組み換え作物はなぜ広がるのか？ ～タネを制
するものは世界を制する～」
（グリーンピースジャパン　棚橋さちよ（予定））

生物多様性フォーラム NGO
名古屋市市政資料館
第３集会室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006614
&caldate=2009-5-11

７月３日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第13
回）
「自然環境と生物多様性を支える植物の多彩な機能」
（元 名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科
教授　谷本英一）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

７月２日～
３日

木～金 14:25

農林水産省生物多様性戦略検討会（第13回）
・現地調査（７月２日）
（１）田んぼの生きもの調査（２）水田魚道視察
・検討会（７月３日）
(1)生物多様性の保全を推進する愛知の農林水産業の
取り組み（愛知県農林水産部長 永田 清）
(2)COP10について（名古屋市立大学准教授 香坂 玲）
(3)COP10に向けた地元の取り組み（COP10支援実行委
員会 企画・啓発グループ長 松葉 清貴）
(4)検討会の提言（案）について
(5)一般市民と検討会委員との意見交換

農林水産省 国

愛知県稲沢市稲沢北
小学校周辺／
愛知県稲沢市祖父江
町／
KKRホテル名古屋

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.maff.go.jp/tokai/kikaku/bioma
ss/kentoukai.html

７月２日 木 10:00

キッチンから見たCOP10 ～環境と財布にやさしいエコラ
イフ～（第６回）
「「食の省エネと生物多様性」上手にいただきましょう」
（環境カウンセラー　浅野智恵美）

熱田生涯学習センター
地公
体

熱田生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006854
&caldate=2009-5-11

６月30日 火

“教育ファーム”スタディin とうかい
「味覚と食育」
（日本福祉大学　客員研究所員　島村光治）
「フランスの教育ファームに学ぶ」
（（有）アールシーエス研究所　取締役　大島順子）

東海農政局 国
ゴジカラ村内「ほとぎの
家」（愛知県長久手町
長湫根獄29-９）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku128.pdf

６月29日 月 14:00
「動物の動きから知る自然環境のふしぎ」
名古屋大学大学院環境学研究科　専任准教授　依田
憲

（社）環境創造研究センター
愛知県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

公益
法人
等/
地公
体

地球環境ＧＩＳセンター
（名古屋市熱田区新尾
頭１丁目10番号）

６月28日 日 13:30
環境三学会合同シンポジウム
生物多様性をなぜまもるのか：生態系サービスと社会

環境社会学会／環境法政策学会／
環境経済・政策学会

学
名古屋大学
環境総合館
1階レクチャーホール

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.jaes.jp/seminar/symposium_fl
yer090507.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

６月27日 土 14:30

設立記念講演会
～生物多様性条約締約国会議COP10 開催地から発信
する！～
「生物多様性フォーラム（ＪＦＢ）が目指すもの」

生物多様性フォーラム NGO
名古屋国際センター３
階

http://www.jf-
biodiversity.org/contents/090627jfb_party
.pdf

６月27日 土 13:30

岡崎市環境シンポジウム2009
・基調講演　「生物多様性を考えるキーワード、それは
“動的平衡”」
分子生物学者　福岡　伸一
・リレートーク「市民協働で目指す「環境共生都市　岡
崎」

岡崎市
地公
体

岡崎市せきれいホー
ル
（岡崎市朝日町）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu7091
.html

６月27日 土 13:30

身近な生きものを見つけてみよう！キックオフイベント
・生物多様性はなぜ大切か
（名古屋工業大学准教授　小田亮）
・『身近な生きもの発見事業』について
（愛知県環境部自然環境課）
・『いきものみっけ』プロジェクトについて
（環境省自然環境局生物多様性センター　岡部佳容）

愛知県環境部自然環境課
愛知県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

地公
体

名古屋能楽堂　会議
室
（名古屋市中区栄三の
丸１丁目１番１号）

環境省中部地方環境事務所後
援

６月26日 金 18:30

「様々な生物のいのちと私達のくらし」
土岐川・庄内川流域圏の生物多様性（第５回）
「くらしといのちをつなぐ翔橋（かけはし）藤前干潟」
（環境生物科学科　教授　寺井　久慈、環境省名古屋自
然保護管事務所　担当官）

中部大学エクステンションセンター 学
中部大学名古屋キャ
ンパス（鶴舞）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.chubu.ac.jp/news2/images/4
78_attach.pdf

６月26日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第12
回）
「海域の埋立による環境・生態系への影響―水質・底
質・底生動物を中心に―」
（愛知工業大学工学部 教授　八木明彦）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

６月26日 金 17:30

トークイベント「中部地方の地域環境力を創る」
基調講演「環境社会の構築のために市民は何をすべき
か」
　～農村・漁村のフィールドワークを通して感じたこと～
（国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティ
ングユニット所長　あん・まくどなるど氏
第２部　環境白書を読む会

環境省中部地方環境事務所／
名古屋大学

国／
学

名古屋大学　ＩＢ電子
情報館　大講義室
（名古屋市千種区不老
町）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://chubu.env.go.jp/to_2009/0608a.ht
ml

６月26日 金 14:00 生物多様性セミナー　企業向けセミナー本編その１ 三井住友銀行 企業 SMBCパーク栄
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku38new.pdf

６月25日 木 13:30

環境問題に取り組む企業・団体を訪ねて考えよう ～
COP10の意義と私たちにできること～（第４回）
「現地学習「ビオトープから考える環境保全」(株)テクノ
中部見学」
（(株)テクノ中部 社員）

名東生涯学習センター
地公
体

(株)テクノ中部 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006712
&caldate=2009-5-11

６月25日 木 10:00

キッチンから見たCOP10 ～環境と財布にやさしいエコラ
イフ～（第５回）
「「廃油から石けんづくり」キッチンから始めよう」
（エコパルなごや 職員）

熱田生涯学習センター
地公
体

エコパルなごや なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006854
&caldate=2009-5-11

６月21日 日 13:30

安全・安心な食べ物と生物多様性 レッツトライ環境教育
PART６（第４回）
「輸入食品検査の現場から」
（環境カウンセラー　斉藤保彦）

環境カウンセラー　浅野智恵美 NGO
SMBCパーク栄 会議
室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006684
&caldate=2009-5-11

６月21日 日 13:30

シンポジュウム『ＣＯＰ１０を前に　中部の生物多様性を
検証する』
ー森・海・川・まちの現場から「今」と再生を考えるー

中部の環境を考える会 NGO

ワークライフプラザれ
あろ（全労済金山会
館）６階
名古屋市熱田区金山
町１－14－18

６月21日 日 13:00

親子お話ｄｅクラフトクラブ～地球と生き物たちの未来～
（第２回）
「世界の野生動物の生態と今について知る」
（風の自然学校 代表　武田芳男、ART&LIFE自然学校
代表　宮崎喜一）

ART&LIFE自然学校 NGO
名古屋文化短期大学
南山研修施設（瀬戸市
南山口町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006668
&caldate=2009-5-11



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

６月21日 日 10:00
ざわざわ森の生物多様性（第３回）
「食物連鎖」
（自然観察指導員　高松一史／田中守（ぞうりづくり））

大将ヶ根ざわざわ森クラブ NGO
ざわざわ森 ／境松集
会所

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006736
&caldate=2009-4-30

６月20日 土 14:00
環境保全講演会 ～フードマイレージから見た生物多様
性～
（環境カウンセラー　浅野智恵美）

名古屋市北保健所
地公
体

北文化小劇場
（北区志賀町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006699
&caldate=2009-6-1

６月20日 土 10:00

おいでよ！環境調査センターへ
～生物多様性ってなに？～
　特別講演「生物多様性とCOP10」
（愛知県顧問(環境担当)　林　清比古(きよひこ)）
他

愛知県環境調査センター
地公
体

愛知県環境調査セン
ター
名古屋市北区辻町字
流７-６

http://www.pref.aichi.jp/0000024490.html

６月19日 金 18:30

「様々な生物のいのちと私達のくらし」
土岐川・庄内川流域圏の生物多様性（第５回）
「生物多様性を育む都市づくり～まちの自然のモザイク
とネットワーク～」
（清水建設（株）技術研究所　地球環境技術センター
横田　樹広）

中部大学エクステンションセンター 学
中部大学名古屋キャ
ンパス（鶴舞）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.chubu.ac.jp/news2/images/4
78_attach.pdf

６月19日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第11
回）
「海域の埋立による環境・生態系への影響―水質・底
質・底生動物を中心に―」
（愛知工業大学工学部 教授　八木明彦）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

６月18日 木 10:00

キッチンから見たCOP10 ～環境と財布にやさしいエコラ
イフ～（第４回）
「「残り物でもイタリアン」エコ料理の知恵」
（管理栄養士　深尾雅代）

熱田生涯学習センター
地公
体

熱田生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006854
&caldate=2009-5-11

６月14日 日 13:00
海の生き物からのメッセージ　…生物多様性を解き明か
す…

（財）名古屋みなと振興財団
公益
法人
等

名古屋港ポートビル
４階講堂
（水族館の東側、南極
観測船ふじの近く）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.nagoyaaqua.jp/aqua/topi/200
90513/index.html

６月13日 土 18:00
森林ふれあい講座
「暗闇の森林（もり）で幻想的な光の舞を観賞しよう！」
～生物多様性（森林と昆虫）～

中部森林管理局名古屋事務所／
名古屋市熱田生涯学習センター

国／
地公
体

瀬戸市川平１
定光寺キャンプ場：星
の広場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku58.pdf

６月13日 土 14:00
マングローブから生物多様性を学ぼう！（第３回）
「海の里山マングローブ」
（三重大学人文学部 教授　安食和宏）

南遊の会 NGO
リサイクル推進セン
ター

なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006746
&caldate=2009-5-11

６月13日～
14日

土～日 10:00
第30回全国豊かな海づくり大会～岐阜長良川大会～
１年前プレイベント「ぎふ海づくりフェスタ」

第30回全国豊かな海づくり大会岐阜
県実行委員会

地公
体

関市文化会館／関市
池尻の長良川河畔

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11438/um
isite/news/news44/pre_event.pdf#search
='海づくり ぎふ'

６月13日 土 10:00

中学生・高校生向けESD講座「2050年担い手塾」生物
多様性を触って、食べて、感じよう！（第１回）
「中学・高校教職員向けESD講座「2050年担い手」スタ
ディーツアー」
（奥矢作森林塾　杉野賢治、名古屋大学　高野雅夫）

NPO法人地域の未来・支援センター NGO
奥矢作森林塾（岐阜県
恵那市串原827番地）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?action=Vie
w&event_id=0000006621

６月12日 金 18:30

「様々な生物のいのちと私達のくらし」
土岐川・庄内川流域圏の生物多様性（第４回）
「同じであって同じでないものハルリンドウの遺伝的多
様性」
（環境生物科学科　准教授　南　基泰、大学院博士後期
課程　味岡　ゆい）

中部大学エクステンションセンター 学
中部大学名古屋キャ
ンパス（鶴舞）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.chubu.ac.jp/news2/images/4
78_attach.pdf

６月12日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第10
回）
「マングローブ林の保全から生物多様性を考える」
（南山大学総合政策学部 教授　藤本潔）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

６月11日 木 13:30

環境問題に取り組む企業・団体を訪ねて考えよう ～
COP10の意義と私たちにできること～（第３回）
「現地学習「地域冷暖房で省エネ」ミッドランド名駅東エ
ネルギーセンター見学」
（名駅東エネルギーセンター 所員）

名東生涯学習センター
地公
体

名駅東エネルギーセン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006712
&caldate=2009-5-11



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
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６月11日 木 10:00

キッチンから見たCOP10 ～環境と財布にやさしいエコラ
イフ～（第３回）
「「お手軽豆腐づくりとおからの活用」スローフードを考え
よう」
（名古屋市消費生活センター 職員）

熱田生涯学習センター
地公
体

名古屋市消費生活セ
ンター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006854
&caldate=2009-5-11

６月６日 土 13:30

安全・安心な食べ物と生物多様性 レッツトライ環境教育
PART６（第３回）
「愛・シンパシー（共感）ゲーム」
（鈴木由美、環境カウンセラー　浅野智恵美）

環境カウンセラー　浅野智恵美 NGO
SMBCパーク栄 会議
室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006684
&caldate=2009-5-11

６月６日 土 10:00
藤前干潟の生物多様性について考える（第３回）
「干潟の生きもの」
（NPO法人大阪南港ネットワーク　和田太一）

NPO法人 藤前干潟を守る会 NGO 藤前活動センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006766
&caldate=2009-4-30

６月６日 土 ９:30 第５回矢作川森の健康診断 矢作川森の健康診断実行委員会 NGO
豊田市足助支所（集合
場所）

http://mori-gis.org/uploads/pdf/yahagi-
moriken-tirasi.pdf

６月６日 土

「子どもたちの生きもの調査」
-幼児の遊びと生活という視点からの生物多様性－
講演「水辺の生きものに目を向けてみよう」
(名古屋市水辺研究会　國村恵子先生）

（社）愛知県私立幼稚園連盟
公益
法人
等

名古屋ダイヤパレスビ
ル/愛知県私立幼稚園
連盟加盟園　調査参
加園（約90園）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku141.pdf

６月５日 金 18:30

「様々な生物のいのちと私達のくらし」
土岐川・庄内川流域圏の生物多様性（第３回）
「食虫植物トウカイコモウセンゴケとその両親の話」
（応用生物化学科　講師　愛知　真木子）

中部大学エクステンションセンター 学
中部大学名古屋キャ
ンパス（鶴舞）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.chubu.ac.jp/news2/images/4
78_attach.pdf

６月５日 金 17:50
持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第９回）
「マングローブ林の保全から生物多様性を考える」
（南山大学総合政策学部 教授　藤本潔）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

６月４日 木 10:00

キッチンから見たCOP10 ～環境と財布にやさしいエコラ
イフ～（第２回）
「「はぎれから簡単ぞうりづくり」リサイクルを見直そう」
（シルバーボランティア　大島冨美子）

熱田生涯学習センター
地公
体

熱田生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006854
&caldate=2009-5-11

５月31日 日 13:00

親子お話ｄｅクラフトクラブ～地球と生き物たちの未来～
（第１回）
「地球の生き物たちの繋がりを知る、COP10について知
る」
（COP10なごや生物多様性アドバイザー　広田　奈津
子、ART&LIFE自然学校代表　宮崎　喜一）

ART&LIFE自然学校 NGO
名古屋文化短期大学
南山研修施設（瀬戸市
南山口町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006668
&caldate=2009-5-11

５月31日 日 13:00
環境と暮らしを考えるフォーラム
（～生物多様性条約COP10にむけて～）

（財）環境科学総合研究所
公益
法人
等

名古屋国際会議場
２号館224会議場

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.moa-kanken.or.jp/

５月30日 土 14:00
マングローブから生物多様性を学ぼう！（第２回）
「マングローブと生物多様性」
（南山大学総合政策学部 教授　藤本潔）

南遊の会 NGO
リサイクル推進セン
ター

なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006746
&caldate=2009-5-11

５月30日 土 14:00

食糧問題から見えてくる生物多様性－ポストグローバリ
ゼーションの可能性を探る－（第１回）
「安いウナギやエビはどこからくるのか？－“いつでも、
どこでも、お手軽に”が世界を壊す－」
（共同通信科学部編集委員　井田徹治）

生物多様性フォーラム NGO
名古屋市市政資料館
第３集会室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006614
&caldate=2009-5-11

５月30日 土 11:00 伊勢・三河湾流域大交流会 伊勢・三河湾流域ネットワーク ＮGＯ
中部大学名古屋キャ
ンパス　６階大ホール

http://www.isemikawa.net/

５月30日 土 ８:30
森林ふれあい講座
「葦毛湿原の植物観察と普門寺ルートの森林散策」
～生物多様性（森林と植物）～

中部森林管理局名古屋事務所／
名古屋市熱田生涯学習センター

国／
地公
体

豊橋市「葦毛湿原」ほ
か
（集合：熱田区熱田西
町１－２０中部森林管
理局名古屋事務所）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku57.pdf



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

５月29日 金 18:30

「様々な生物のいのちと私達のくらし」
土岐川・庄内川流域圏の生物多様性（第２回）
「「飛べない、泳げない」水生昆虫ヒメタイコウチの話」
（環境生物科学科　准教授　南　基泰）

中部大学エクステンションセンター 学
中部大学名古屋キャ
ンパス（鶴舞）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.chubu.ac.jp/news2/images/4
78_attach.pdf

５月29日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第８回）
「流域・内湾・外洋系の長期的変化からみた内湾環境問
題の構造―浜名湖を事例として―」
（豊橋技術科学大学建設工学系 教授　青木伸一）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

５月28日 木 13:30

環境問題に取り組む企業・団体を訪ねて考えよう ～
COP10の意義と私たちにできること～（第２回）
「現地学習「電気自動車の開発に取り組む」(株)三菱自
動車工業岡崎工場見学」
（（株)三菱自動車工業 社員）

名東生涯学習センター
地公
体

(株)三菱自動車工業 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006712
&caldate=2009-5-11

５月28日 木 10:00

キッチンから見たCOP10 ～環境と財布にやさしいエコラ
イフ～（第１回）
「公開講座「COP10って何」生物多様性とエコライフ」
（中日新聞社 論説委員　飯尾歩）

熱田生涯学習センター
地公
体

熱田生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006854
&caldate=2009-5-11

５月24日 日 13:30

アサヒビール環境文化講座
『生物多様性とCOP10について』（COP10支援実行委員
会 総括参与（愛知県顧問（環境担当）） 林 清比古 ）／
『東山動植物園再生プランとは』 （名古屋市 緑政土木
局東山総合公園営業推進課長　大井 健司）／
『森から未来をみる』（Ｃ．Ｗ．二コル）

アサヒビール株式会社／中日新聞
社

企業
テレピアホール（名古
屋市東区東桜1-14-
27）

環境省後援／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku83.pdf

５月24日 日 13:30

安全・安心な食べ物と生物多様性 レッツトライ環境教育
PART６（第２回）
「食の省エネと生物多様性」
（浅野智恵美〈環境カウンセラー〉）

環境カウンセラー　浅野智恵美 NGO
SMBCパーク栄 会議
室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006684
&caldate=2009-5-11

５月24日 日 10:00
藤前干潟の生物多様性について考える（第２回）
「ヨシ原の生きもの」
（梅村動物調査事務所　梅村幸稔）

NPO法人 藤前干潟を守る会 NGO 藤前活動センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006766
&caldate=2009-4-30

５月23日 土 13:30
基礎から学ぶ市民の勉強会COP10／MOP5
エッ！関係あるの？
生物多様性と遺伝子組み換え

食と農から生物多様性を考える市民
ネットワーク　（MOP５市民ネット）準
備会

NGO
名古屋市中区役所
ホール

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.kit.hi-ho.ne.jp/sa-to/090523-
copmop.pdf

５月22日 金 18:30

「様々な生物のいのちと私達のくらし」
土岐川・庄内川流域圏の生物多様性（第１回）
「アカネズミの好きな森の姿」
（環境生物科学科　講師　上野　薫）

中部大学エクステンションセンター 学
中部大学名古屋キャ
ンパス（鶴舞）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.chubu.ac.jp/news2/images/4
78_attach.pdf

５月22日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第７回）
「流域・内湾・外洋系の長期的変化からみた内湾環境問
題の構造―浜名湖を事例として―」
（豊橋技術科学大学建設工学系 教授　青木伸一）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

５月22日 金 13:30 2009年「国際生物多様性の日」記念シンポジウム
生物多様性条約第10回締約国会議
支援実行委員会

地公
体

中電ホール　（名古屋
市東区東新町1）

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/information/information.html

５月22日～
24日

金～日 10:00 2009年「国際生物多様性の日」記念イベント
生物多様性条約第10回締約国会議
支援実行委員会

地公
体

オアシス21「銀河の広
場」　（名古屋市東区
東桜1-11）

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/information/information.html

５月21日 木 13:30

環境問題に取り組む企業・団体を訪ねて考えよう ～
COP10の意義と私たちにできること～（第１回）
「公開講座「みんなちがって、みんないい」生物多様性っ
て何？」
（中日新聞社 論説委員　飯尾歩）

名東生涯学習センター
地公
体

名東生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006712
&caldate=2009-5-11

５月16日 土 19:00
ざわざわ森の生物多様性（第２回）
「ざわざわ森にもホタルはすめるの？」
（自然観察指導員　高松一史）

大将ヶ根ざわざわ森クラブ NGO 未定 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006736
&caldate=2009-4-30

５月16日 土 14:00
マングローブから生物多様性を学ぼう！（第１回）
「What's マングローブ？」
（帝京大学高校 教諭／環境学博士　石原修一）

南遊の会 NGO
リサイクル推進セン
ター（中区大須四丁
目）

なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006746
&caldate=2009-5-11



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

５月15日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第６回）
「豊川河口域を中心とした浅海文化―＜里海＞という新
たな考え方を求めて―」
（愛知大学経済学部 教授　印南敏秀）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

５月15日 金 14:00

生物多様性セミナー　企業向けセミナー導入編
「生物多様性と企業－基本に立ち返って両者の関係を
考える」
（名古屋大学国際環境人材育成プログラム特任教授
渡邊　幹彦）
他

三井住友銀行 企業 SMBCパーク栄
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku38new.pdf

５月15日 金 13:00

中部森林開発研究会　平成21年度定時総会次第
「森林再生と地域活性化」
（慶應義塾大学教授　米田雅子
「ＣＯＰ10について（仮題）」
（愛知県副知事　稲垣隆司）
他

中部森林開発研究会 NGO
名鉄トヨタホテル７階
金扇の間（名鉄豊田市
駅前）

http://www.szken.co.jp/chushinken.html

５月14日 木 13:00

名古屋大学エコトピア科学講演会
102プロジェクトワークショップ
「生物多様性・生態系と経済・政策研究へのアプロー
チ」
「生物多様性と経済・政策分析の新しい展開」（名古屋
大学エコトピア科学研究所　副所長　片山新太教授）
「Access and Use Patterns of Non-plant Genetic
Materials for Food and Agriculture in the US:A
Multidisciplinary Approach for Research and Policy」
（University of Illinois at Chicago Eric W.Welch准教授）

名古屋大学エコトピア科学研究所 学
名古屋大学共同教育
研究施設２号館801会
議室

http://www.esi.nagoya-
u.ac.jp/imgs/top/poster_090514_web.pdf

５月10日 日 13:30

安全・安心な食べ物と生物多様性 レッツトライ環境教育
PART６（第１回）
「マリン・エコラベルってなあに？」
（名古屋大学大学院環境学研究科　鈴木千賀、環境カ
ウンセラー　浅野智恵美）

環境カウンセラー　浅野智恵美 NGO
SMBCパーク栄 会議
室

なごや環境大学共育講座／
COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006684
&caldate=2009-5-11

５月９日 土 10:30
世界フェア・トレード・デー参加企画
ドキュメンタリー映画「おいしいコーヒーの真実」上映と
フェア・トレードコーヒーの話

GAIAの会（がいあのかい）
フェア・トレードショップ風“ｓ（ふ～ず）
内
土井ゆきこ

NGO
ウィルあいち
名古屋市東区上竪杉
町１　１Ｆ視聴覚ルーム

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku74.pdf

５月８日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第５回）
「豊川河口域を中心とした浅海文化―＜里海＞という新
たな考え方を求めて―」
（愛知大学経済学部 教授　印南敏秀）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

５月１日 金 17:50
持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第４回）
「名古屋・藤前干潟で生物多様性を考える」
（藤前干潟を守る会　辻淳夫）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

５月１日～
22日

金～金 ９:00 生物多様性紹介ロビー展
住友信託銀行株式会社
名古屋支店・名古屋駅前支店

企業
住友銀行名古屋支店
（名古屋市中区栄４－
１－１）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku82.pdf

４月29日 水 10:00 みどりのフェスティバル’09
中部森林管理局名古屋事務所／愛
知森林管理事務所／瀬戸市まるっと
ミュージアム・観光協会

国／
地公
体

瀬戸市川平１
瀬戸国有林「定光寺自
然休養林」森林交流館
周辺

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku55.pdf

４月27日 月 13:00 「生物多様性と環境配慮について」公開セミナー
（社）日本環境アセスメント協会中部
支部（（株）テクノ中部内）

NGO
栄ガスビル・ホール（５
階）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku53.pdf

４月26日 日 10:00

ざわざわ森の生物多様性（第１回）
「COP10（生物多様性）とは？」
（ネイチャークラブ東海　篠田陽作、田中守（ぞうりづく
り））

大将ヶ根ざわざわ森クラブ NGO
ざわざわ森 ／境松集
会所

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006736
&caldate=2009-4-30

４月26日 日 10:00 春の生きものまつり 藤前干潟を守る会 NGO 藤前活動センター

４月24日 金 17:50
持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第３回）
「名古屋・藤前干潟で生物多様性を考える」
（藤前干潟を守る会　辻淳夫）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成21年（2009年）度＞
月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 備考 参考URL

４月19日 日 13:30 豊川の生物調査からみた生物多様性 中部の環境を考える会 NGO
生協生活文化会館３
階会議室（名古屋市千
種区稲舟通１丁目39）

４月18日 土 10:00 にほんの里フェスタ～生物多様性の恵みを知る～
森林文化協会／朝日新聞社／テレ
ビ朝日系列24局／愛知県立大学

NGO／
企業／

学
愛知県立大学

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://isemikawa.net/pdf/sato-festa.pdf

４月17日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第２回）
「河川と流域社会の共生にむけて―生物多様性の視点
から―」
（名古屋大学大学院環境学研究科 教授　田中重好）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006927
&caldate=2009-4-30

４月15日 水 15:40 低炭素革命と生き物賑わいの国づくり （社）鉄道貨物協会名古屋支部 企業
クレール名駅４階
ヴィーチェの間

４月12日 日 10:00

藤前干潟の生物多様性について考える（第１回）
「藤前干潟の鳥」
（NPO法人藤前干潟を守る会 理事長　辻淳夫、名古屋
鳥類調査会　森井豊久）

NPO法人 藤前干潟を守る会 NGO 藤前活動センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006766
&caldate=2009-4-30

４月10日 金 17:50

持続可能な社会IX ～各論編II（水系生態系）～（第１回）
「河川と流域社会の共生にむけて―生物多様性の視点
から―」
（名古屋大学大学院環境学研究科 教授　田中重好）

愛知学長懇話会（コーディネーター：
向井清史(名古屋市立大学大学院
教授)／奥田郁夫(名古屋市立大学
大学院 教授)）

学 伏見ライフプラザ13F なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=0000006926
&caldate=2009-4-30

４月１日～
24日

水～金 ９:00 生物多様性紹介ロビー展
住友信託銀行株式会社
名古屋支店・名古屋駅前支店

企業

住友銀行名古屋駅前
支店
（名古屋市中村区名駅
４－８－１４）

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/partner/img/touroku82.pdf


