
生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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27日
～30日

水～土

メッセナゴヤ2010
●ビジネスセミナー
●生物多様性セミナー＆イベント
●グローバルセミナー
●出展企業プレゼンテーション

メッセナゴヤ実行委員会（愛知県、
名古屋市、名古屋商工会議所）

地公
体／
企業

ポートメッセなごや
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.messenagoya.jp/index.html

10月27日
～29日

水～金

中部経済連合会COP10支援事業
「エクスカーション」
企業の生物多様性等環境への取り組み状況や先進技
術の見学会を実施

社団法人中部経済連合会 企業
企業の工場や取り組
み実践現場

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=450
6

10月25日 月 ９:00

中部経済連合会COP10支援事業
「生物多様性フォーラム」
企業の生物多様性に関する取り組み事例発表・ポス
ターセッション・パネルディスカッション等を実施

社団法人中部経済連合会 企業
名古屋マリオットアソ
シアホテル

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=450
6

10月24日
～26日

日～火 生物多様性国際自治体会議
愛知県／名古屋市／COP10支援実
行委員会

地公
体

名古屋東急ホテル
http://www.cop10.jp/citysummit/index.h
tml

10月24日 日 17:00 イルカプロデュース　ＣＯＰ１０まあるい地球コンサート ＩＵＣＮ、同日本委員会、東海テレビ
NGO
／企
業

名古屋市公会堂大
ホール（名古屋・鶴舞）

環境省後援 http://www.iruka-office.co.jp/

10月24日 日 ８:30

ＣＯＰ10エクスカーション
ラムサール条約登録湿地「藤前干潟」を守ったもの
～庄内川でつながる「名古屋市」の藤前干潟、自然豊
かな「多治見市」を訪ね、生物多様性の保全がもたらし
た「いい関係」を考えます～
（ナビゲーター：日本福祉大学教授　千頭　聡氏）

名古屋市／多治見市／なごや環境
大学

地公
体

藤前干潟／名古屋市
愛岐処分場／三の倉
市民の里「地球村」
（白鳥会場集合・解
散）

なごや環境大学共育講座

10月23日
～24日

土～日

NaGISA西部太平洋海洋生物多様性会議

NaGISA西部太平洋海洋生物多様性会議は、海洋生
物多様性保護の推進を目的とし、研究者の発表と交流
の場として開催されます。
会議では、基調講演者による世界の生物多様性に関
する講演、西部太平洋の沿岸海洋生物に関する研究
発表、及び海洋生物多様性の保護についてのディス
カッションを予定しています。なお、会議は英語で行わ
れます。

NaGISA Western Pacific
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.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=432
1

10月23日
～

24日
土～日

COP・STEP・ワークキャンプ ～「なごや」から、生き物
が棲みやすい・地球をつくろまい!!～（第４回）

「アジア・世界のNGOの若い担い手たちと、ワークをし
ながら熱く語り合います！」（※時刻未定）

なごや環境大学実行委員会
ゴジカラ村／COP10交
流フェア会場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000083
98&caldate=2010-9-30

10月23日
～24日

土～日

子どもCOP10あいち・なごや
国際子ども環境会議

次世代を担う子どもたちが生物多様性や環境問題に
関心を持ち、行動に移すことが大切です。このため、環
境に関心が深い国内外の子どもたちの交流を通じて、
環境問題に関する次世代のリーダー育成を目指す会
議の開催を支援します。また、検討結果を宣言としてと
りまとめ、COP10の場で提言することを目指します。

子どもCOP10あいち・なごや実行委
員会

地公
体

分科会（10月23日）
愛知県美浜少年自然
の家：愛知県知多郡
美浜町）
全体発表会（10月24
日）
アートピアホール：名
古屋市

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/conferences.html
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10月23日 土

いきものみっけシンポジウム

環境省生物多様性センターでは、平成20年７月より広
く市民の方々の参加を得て、市民参加のいきもの調査
（愛称：「いきものみっけ」）を実施して参りました。開始
からこれまでの間に、ウェブサイトを中心とした情報収
集体制や広報・周知に改良を重ねながら調査を続け、
多くの方々の参加を得られるようになりました。
いきものみっけは三カ年事業として今年が最終年度と
なりますが、この事業において培ってきたウェブでの情
報収集体制を応用し、自然環境調査における情報集
約の仕組みとして利用することが出来るのではないか
と考えております。
そこで、このたび「いきものみっけ」と同様に、市民参加
等による情報集約型調査を実施している地方公共団
体や学校、博物館等にご協力を頂き、各取組みの事例
発表とこういった調査で得られる情報の利用に関する
可能性を探るシンポジウムを開催することとしました。

環境省生物多様性センター／中日
新聞社／名古屋市科学館

国／
企業
／地
公体

名古屋市科学館　サイ
エンスホール

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=503
8

10月23日 土

COP10さとやまネット「青空塾」

あいち海上の森センターを基点に遊歩施設を散策しな
がらオリエンテーリングをします。ネイチャーゲームを
はじめ、生物多様性の美味しいおやつタイムもありま
す。アウトドアタレントの鉄崎幹人さんも参加してくれま
す。

COP10 SATOYAMA COMMUNITY
NETWORK

あいち海上の森セン
ター・遊歩施設

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=504
7

10月23日 土 11:00

なごや環境学 ～COP10から、なごやを考える～（第１
回）

「COP10会場へ行ってみよう」生物多様性アドバイザー
とCOP10交流フェアで学ぶ・つながる（※午前(11:00～
13:00)と午後(14:00～16:00)の２回行います。どちらか
にご参加ください。）（ビオトープを考える会 会長　長谷
川明子氏）

なごや環境大学実行委員会
生物多様性交流フェア
会場内

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000084
05&caldate=2010-10-1

10月23日 土 10:30

エコピープルカフェ ～学んだ知識を活かす「生物多様
性」～（第１回）

「COP10会場の公園で自然観察＆討論会」白鳥公園と
いう都会の公園で、自然観察をします。午後は軽食を
食べながらおしゃべり（討論）会をします。どんな軽食
ができるかはお楽しみ♪

なごやエコピープルネット／なごや
環境大学実行委員会

COP10交流フェア会場 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=D
aily&action=View&event_id=0000008402&
caldate=2010-9-7

10月23日 土 10:30

命のつながり・生物多様性～私たちにできること、すべ
きこと～
第１部トークセッション
「命のつながり・生物多様性～私たちにできること、す
べきこと～」（ゲスト：女優　竹下景子氏／中京大学客
員教授　松原武久氏／中日新聞社論説委員）
第２部「いのちのつながり」活動成果発表会
①三河地方の子どもたちの発表②尾張地方の子ども
たちの発表③名古屋市内の子どもたちの発表

名古屋市／なごや環境大学／社団
法人愛知県建設業協会

地公
体／
公益
法人
等

中電ホール（名古屋市
東区東新町１番地）

なごや環境大学共育講座

10月21日 木 13:00

第13回自然系調査研究機関連絡会議
（NORNAC　ノルナック）
記念講演、調査研究・活動事例発表会

【記念講演】
講師：愛知教育大学教授　芹沢俊介氏
テーマ：「生物多様性研究と生物多様性保全研究　－
愛知県における植物研究の現状と課題－」
　
【調査研究・活動事例発表会】
・ポスターセッション：13題
・口頭発表:13題

環境省生物多様性センター／愛知
県環境調査センター／名古屋市環
境科学研究所

国／
地公
体

ウィルあいち（愛知県
女性総合センター）
大会議室　（名古屋市
東区）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.biodic.go.jp/relatedinst/13th
/guid.html

10月20日
～22日

水～金 14:00

JBIB企業事例紹介セミナー
「先進企業の取り組みを通して、私たちの生活と生物
多様性の関係を知る」

JBIBの参加企業のなかから人の暮らしに関係が深い
企業の生物多様性の取り組みを紹介し、生物多様性
の問題が人の暮らしと密接に関係していることを一般
の方に理解してもらう

JBIB（企業と生物多様性イニシア
ティブ）

企業
SMBCパーク栄（名古
屋市中区錦3丁目25
番20号）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://jbib.org/index.php



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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 月 13:00

平成22年度　第3回LCA日本フォーラムセミナー　－生
物多様性とLCA－

本セミナーでは、「生物多様性とLCA」をテーマに、基
調講演に株式会社レスポンスアビリティ代表取締役で
環境省の生物多様性広報・参画推進委員の委員でも
ある足立直樹氏をお迎えしご講演頂きます。また、水
や生物多様性に対する影響に関心が高く、これらの影
響を改善するためのプロセスや製品を導入している企
業から報告をいただき、利用者の視点からLIME2の有
用性、今後求められる課題についてご提示いただきま
す。

LCA日本フォーラム

ウィンクあいち（愛知
県産業労働センター）
1002会議室

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jemai.or.jp/lcaforum/seminar
/02_01.cfm

10月17日 日 ９:30

第29回全国・自然歩道を歩こう大会　愛知県大会
◆ビバ！生物多様性国際ウオーク◆

【出発式】
参加者で記念植樹及び自然保護憲章の唱和し、自然
の大切さを確認します。
【ウオーキング】
愛・地球博記念公園及びその周辺を歩きながら、ウ
オーキングを楽しみ自然に親しんでいただきます。

愛知県環境部自然環境課／愛知県
ウオーキング協会／（財）日本ウ
オーキング協会

地公
体／
公益
法人
等

愛・地球博記念公園
及びその周辺

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/event/partner/detail.php?id=506
8

10月17日 日

ビバちきゅうきょうしつ ～生物多様性を育む自然を感
じよう～（第７回）

「発表会 ～講座に参加して感じたことや得られたことを
楽しく発表」

なごや環境大学実行委員会／株式
会社中日新聞社

愛知県労働産業セン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000080
57&caldate=2010-4-30

10月17日 日

SATOYAMA　フェスティバル

オカリナコンサート
チエンソーアート
自然観察会
ネイチャーゲーム・スタンプラリー
もの作りコーナー（竹細工・クラフト・竹パン）
魚つかみコーナー（めだか等）

SATOYAMAフェスティバル実行委員
会／西尾市

西尾いきものふれあい
の里

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=487
2

10月17日 日 17:30

いまじんウォーク
「水と炎の饗宴」
日本の伝統芸術文化・能楽薪能で、身近な自然と共に
生きてきた日本人の精神文化を参加国193の代表に一
緒に見てもらいましょう。

若宮大通公園→金山→名古屋国際会議場一周

いのちのある風景・いまじんウォー
ク実行委員会

NGO
堀川（名古屋国際会
議場横）

中部地方環境事務所後援
http://imagine-walk.com/index-2-
3.html#walk_shousai

10月17日 日 14:00

いまじんウォーク
「1000人パレード」
10月11日から徳山と設楽からスタートした２本のウォー
クに途中いくつかの支流が合流して・・10月17日名古
屋の繁華街から１本の大河となってCOP10会場へ到
達！ 山川里海、遺伝子、農、種、世界平和、思い思い
のスタイルで集まろう。全国環境マスコットも全員集
合！

若宮大通公園→金山→名古屋国際会議場一周

いのちのある風景・いまじんウォー
ク実行委員会

NGO
若宮大通公園ミニス
ポーツ広場集合 中部地方環境事務所後援

http://imagine-walk.com/index-2-
3.html#walk_shousai

10月17日 日 13:30

エコでピースなくらし方（第２回）

「水俣病から考えよう 生物多様性条約ってな～に？」
ストックホルムでの第１回国連環境会議、水俣病の患
者さんも参加、世界に衝撃を与えた。その水俣病の現
状から考える。（水俣病患者連絡会 名古屋支部長　原
武千潮氏／水俣フォーラム 事務局長　実川悠太氏）

アースネット・なごや NGO ウィルあいち 会議室4 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000084
31&caldate=2010-10-1

10月17日 日 10:00
子ども樹木博士（第４回）
「子ども樹木博士になりませんか」自然観察と認定試
験、レクリエーション（鵜飼洋子氏／長谷川泰洋氏）

エコミュージアムあいち・もりづくり会
議

東山植物園 なごや環境大学共育講座
http://moridukuri-
kaigi.com/wordpress/wp-
content/uploads/2010/04/chirashi.jpg

10月17日 日 10:00

自然と仲よし、ネイチャーゲーム（第４回）

「街中の公園でネイチャーゲーム」
「全国一斉ネイチャーゲームの日」協賛事業

なごやネイチャーゲームの会
名城公園（北区名城１
丁目）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
26&caldate=2010-4-30
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10月16日-
17日

土-日

第4回人と自然の共生国際フォーラム

NPO等の各種団体によるポスターセッション
【10月17日】
事例発表会
基調講演
有識者等によるパネルディスカッション　等

あいち海上の森センター
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/event/partner/detail.php?id=460
5

10月16日-
17日

土-日

Viva地球EXPO

大ホールでは、16日（土）に「狂言と生物多様性」と題し
たトークセッションを、17日（日）にはパネルディスカッ
ション「共生フォーラム」を開催します。
また、展示場ではトークショーなど数々のイベントや、
体験型のワークショップ、そして「あなたのふるさと自然
遺産コンテスト」「ビバちきゅうしんぶんコンテスト」の優
秀作品展などを行います。

中日新聞社 企業
WINCあいち（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.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=473
3

10月16日-
17日

土-日 10:00 COP10プレイベント『水でつながる命』 名古屋市上下水道局
地公
体

オアシス21銀河の広
場（名古屋市中区東
桜1丁目11番1号）
NHK名古屋放送セン
タービル（名古屋市中
区東桜1丁目13番3
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=506
6

10月16日 土

なごや農・会うフェスタ～農のある暮らしを楽しもう！～

 ≪展示・体験イベント≫
　会場：金山総合駅連絡橋通路イベント広場
　内容：マルシェ・ジャポン、ひよこのふれあい体験コー
ナー、農業センターのアイスクリーム、蜂蜜の販売、
「農」に関する展示その他
≪都市農業フェーラム～農と環境に関するリレートーク
～≫
　会場：アスナルホール金山
　内容：食と環境、農と環境に関する講演会
≪農産物即売「マルシャ・ジャポン」≫
　会場：アスナル金山・金山総合駅南口広場
　内容：新鮮野菜、農産加工品の販売

名古屋市
地公
体

金山総合駅連絡橋通
路イベント広場／アス
ナル金山／金山総合
駅南口広場

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/event/partner/detail.php?id=511
6

10月16日 土

COP10記念　生物多様性国際シンポジウム

第一部:基調講演。フィリピンの森づくり・ふるさとづく
り。第二部:プレゼンテーション。フィジーの珊瑚保全、
設楽の森での山の再生、学校林の再生活動事例。

（財）オイスカ／（財）オイスカ愛知県
支部

公益
法人
等

豊田市産業文化セン
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

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=513
3

10月11日
～29日

月～金
生物多様性条約第10回締約国会議／カルタヘナ議定
書第５回締約国会議(ＣＯＰ10／ＭＯＰ５)

生物多様性条約事務局 名古屋国際会議場

10月11日
～15日

月～金

いまじんウォーク

徳山ダムに満々と貯められた湖水の下と、ダム計画に
よって沈められようとしている設楽の渓谷のどちらに
も、無数の生きものたちの「いのちのある風景」を見、
感じます。そこで、揖斐川上流、徳山ダムと豊川上流、
設楽ダム計画地から、地域住民とふれ合いながら、そ
れぞれの思いを形にして、名古屋国際会議場に向かっ
て、歩いて繋ぎます。

＜徳山コース＞
徳山→揖斐川町→池田町→輪之内町→津島市→名
古屋市

＜設楽コース＞
設楽→新城市→豊川市→岡崎市→刈谷市→名古屋
市

いのちのある風景・いまじんウォー
ク実行委員会

NGO 徳山、設楽他 中部地方環境事務所後援
http://imagine-walk.com/index-2-
1.html#walk_shousai

10月10日 日

プラネット・ダイバーシティー　～多様性を祝おう～

生物多様性条約COP10およびカルタヘナ議定書MOP5
開催を記念して、市民と生物多様性について考える場
として、久屋大通公園もちの木広場（予定）にて、下記
の行事を開催する。
・グリーンマーケット（テントブース）
・生物多様性関連NGO展示（テントブース）
・生物多様性サイエンス・カフェ（テントブース）
・生物多様性トークショー（ステージ）
・青空コンサート（ステージ）
・パレード

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）／
生物多様性条約市民ネットワーク
（CBD市民ネット）

NGO
久屋大通公園もちの
木広場（予定）

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=479
2

10月10日 日 10:00

春夏秋冬 有機菜園カフェ（第３回）

「秋野菜の収穫、冬野菜の種まき」対象作物：ダイコ
ン、ハクサイ、カブ、ニンジンなど、愛知の伝統野菜（有
機農家　絹川努氏）

和LOHASの会 NGO
虹の古民家・瀧玉の
郷（弥富市竹田）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
41&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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９日～
10日

土～日

COP・STEP・ワークキャンプ ～「なごや」から、生き物
が棲みやすい・地球をつくろまい!!～（第３回）

「発信地づくり！」第１・２回で作ったものをCOP10交流
フェア会場で飾り付けます。（※時刻未定）

なごや環境大学実行委員会
COP10交流フェア会場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000083
98&caldate=2010-9-30

10月９日 土 14:00

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（第10回）

「天然記念物イタセンパラの保護の現場で」
（西尾　正樹氏）

アースデイ富山2010実行委員会
氷見市内イタセンパラ
保護池とその周辺

http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/

10月３日 日
キッズチャレンジ　コットン（綿）を育ててみよう（第４回）
「ワタを収穫して作品を作ろう」

荒子川公園ガーデンプラザ（指定管
理者：財団法人名古屋市みどりの協
会）

公益
法人
等

荒子川公園内
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=425
6

10月３日 日 13:00

リレー学際トーク　未来へつなげる自然再生
１8大学の生態系ネットワークづくり
「自然の価値を考える」
●講演：「矢田川流域の自然の歴史、現在、未来」（東
京大学愛知演習林長　蔵治光一郞氏）
●学際トーク：愛知工業大学はじめ5大学など（詳細別
紙）
●司会・解説：前愛知県副知事　稲垣隆司氏

愛知工業大学／愛知県
学／
地公
体

愛知工業大学八草
キャンパス　1号館

http://www.pref.aichi.jp/0000034269.htm
l

10月３日 日 10:00

「生物多様性への招待」～海部地域の生物から地球の
生命を考える～（第４回）

午前：どういきる？ちきゅうとみんなのみらい！
午後：野鳥観察「冬鳥のカモをゆっくりかんさつしよ
う」、 工作教室「バードカービング」

愛知県尾張県民事務所海部県民セ
ンター

地公
体

午前：海南こどもの国
午後愛知県弥富野鳥
園

10月３日 日 ９:30

エコでピースなくらし方（第１回）

「リオ地球温暖化サミットの伝説のスピーチから考えよ
う」生物多様性条約が締結されたリオ地球環境サミット
での、セバンスズキの伝説のスピーチを聴き、COP10
を考える。（ヨハネブルグの地球サミット参加　田邉登
志夫氏）

アースネット・なごや NGO
ウィルあいち セミナー
ルーム5

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000084
31&caldate=2010-10-1

10月２日～
３日

土～日

COP・STEP・ワークキャンプ ～「なごや」から、生き物
が棲みやすい・地球をつくろまい!!～（第２回）

「間伐材でウッドクラフト」間伐材から、COP10交流フェ
ア会場で使う机やいすを作ります！（※時刻未定）

なごや環境大学実行委員会

愛岐処分場（岐阜県
多治見市諏訪町字川
西75番地

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000083
98&caldate=2010-9-30

10月２日 土 10:00

いのちの多様性フォーラムＪＡＰＡＮ～生物多様性と
ジェンダー・メインストリーミング～

＜基調報告＞前千葉県知事　堂本　暁子氏
＜基調講演＞ フィリピン　ジジ ・ フランシスコ氏
＜分科会＞　NPO法人ウィル21フォーラム、向老学学
会、CBD市民ネットジェンダー・マイノリティ テーマ部会
　地域開発みちの会、日本・スウェーデン友好協会
　フェアトレードショップ風‘s、山崎川グリーンマップ・伊
勢三河湾流域ネットワーク
＜全体会＞
＜分科会報告＞
＜宣言文採択＞

ＮＰＯ法人ウィル21フォーラム／ＣＢ
Ｄ市民ネットジェンダー・マイノリ
ティー　テーマ部会

NGO
ウィルあいち（愛知県
女性総合センター）

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=497
4

９月26日 日 10:00

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（第９回）

・「発酵食品との出会い－漬物の世界を知る、味わう」
（石川豊久氏）
・「遺伝子組み換え食品の現状と名古屋での動き」
（石川豊久氏）
「イヌワシの現状を知る」
（小澤俊樹氏）

アースデイ富山2010実行委員会
富山市県民共生セン
ター（サンフォルテ）

http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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26日 日 10:00
庄内川水系・水のつながり（第４回）
「源流の森(1)」庄内川本流の水源地・夕立山を訪ねま
す。（現地スタッフ）

NPO法人藤前干潟を守る会 NGO 夕立山 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
25&caldate=2010-4-30

９月25日 土 14:00

日本列島“海女さん”大集合
～海女サミット～2010志摩大会

＜プログラム＞
●記念講演「海の文化と里海」（海とくらし研究所 代表
関いずみ氏）
●交流会「教えて！海女さん」（済州島・日本各地の海
女と子どもたちとの交流会）
●報告会①「済州島の海女」（済州道・海女博物館
チャ ヘギョン氏）
●報告会②「三重県におけるアワビ資源の動向」（三
重県水産研究所員　阿部文彦氏）

海女サミット実行委員会
志摩市志摩文化会館
（三重県志摩市志摩
町和具535）

http://www.city.shima.mie.jp/amasamitto.
pdf

９月25日 土 13:00

日本福祉大学セミナー
生物多様性に根ざす社会づくりセミナー

◆第1部　基調講演
「水と緑の国、日本　～地球環境時代における日本の
役割～」（日本福祉大学客員教授（評論家）　富山和子
氏）
◆第2部　シンポジウム
「生態系サービスは何を生みだすのか」（シンポジスト
（五十音順）　（財）あいち産業振興機構理事長、前愛
知県環境部長、前COP10支援実行委員会幹事長　藤
井敏夫　氏／農事組合法人　伊賀の里　モクモク手づ
くりフ　　　　　　　　　　ァーム　理事、ファーム運営部
本部長　（社会福祉学部1996年卒業）松永茂　氏／「美
浜町竹林整備事業化協議会」　理事、「NPO法人　どん
ぐりモンゴリ」　副理事長、「社団法人　日本プロジェクト
産業協議会」「美浜町竹林整備事業化協議会」　理事、
松林　正之　氏／中部委員会　主席研究員／コーディ
ネーター：日本福祉大学経済学部教授　西村一彦 氏
◆第3部　経済学部同窓会総会
◆第4部　懇親会

日本福祉大学／日本福祉大学後援
会／日本福祉大学同窓会

学

ホテルサンルートプラ
ザ名古屋（名古屋市
中村区名駅２丁目35-
24）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.netnfu.ne.jp/dousou/detail/i
ndex.php?id=307

９月25日 土 13:00

リレー学際トーク　未来へつなげる自然再生
１8大学の生態系ネットワークづくり
「自然の価値を考える」
●講演：「歴史学の立場から、里山保全を考える」（日
本福祉大学知多半島総合研究所所長　福岡猛志氏）
●学際トーク：愛知学院大学はじめ6大学など（詳細別
紙）
●司会・解説：前愛知県副知事　稲垣隆司氏

愛知学院大学／愛知県
学／
地公
体

愛知学院大学国際交
流センター（日進市岩
崎町阿良池12）

http://www.pref.aichi.jp/0000034269.htm
l

９月25日 土 10:00

テーブルの上の生物多様性　～コーヒーは環境のパー
トナー～
＜講演・パネルディスカッション＞
サステイナブルコーヒー・フォーラム～コーヒーは環境
のパートナー（コーディネーター：日本サステイナブル
コーヒー協会理事長　川島良彰氏／基調講演：生物多
様性ＣＯＰ10支援実行委員会アドバイザー　香坂玲氏）
＜パネル展示・事例報告・ＤＶＤ上映など＞
展示：日本消費生活アドバイザー・コンサルティング協
会、ユニー株式会社、他多数

ユニー株式会社／日本サステイナ
ブルコーヒー協会／なごや環境大学

SMBCパーク栄（三越
名古屋栄の北側）

なごや環境大学共育講座
http://www.suscaj.org/modules/bulletin/
index.php?page=article&storyid=21

９月25日 土 10:00

第４回人と自然の共生国際フォーラム
フィールドワーク
生物多様性体感ツアー（第２回）
＜知多半島コース＞

武豊町の「壱町田湿地」、美浜町の「九十九の里」（水
田魚道設置場所）、「鵜の池」を巡り、知多半島の里山
における生物多様性を体感します。

愛知県
地公
体

集合場所：名古屋鉄
道 知多半田駅（JR半
田駅から徒歩約15
分）

http://www.pref.aichi.jp/0000034343.htm
l



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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～
20日

日～月

京都大学国際シンポジウム
「生物多様性と動物園・水族館 ： 生き物からのメッ
セージ」

国際シンポジウム、ポスターセッション等を開催し、生
物多様性の大切さを世界に向けて発信する。

（発信者）
ブラジル、中国、イタリア、インドネシア、インド、
アメリカ　の国外研究者８名
京都大学、三重大学、東海大学、名古屋港水族館、東
山動物園　の国内研究者等８名　他

京都大学／名古屋港水族／名古屋
市東山動植物園

学／
地公
体

名古屋港湾会館　新
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=417
2

９月19日 日 10:30

かかし君が安心して暮らせる所はどんなところだろう？
マイお米を作ろう 前期（第４回）
「稲穂の成長の観察といきものさがし」
真夏のいきもの探しが中心です。
（なごや食育応援隊　いしいゆみ氏 ほか）

いしいゆみの親子で食育楽しみ隊 NGO 空き田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
17&caldate=2010-5-31

９月18日～
20日

 土～月(祝)

COP・STEP・ワークキャンプ ～「なごや」から、生き物
が棲みやすい・地球をつくろまい!!～（第１回）

「私たちの飲み水はどこから？」水源の森探索や間伐
作業から「生物多様性」を体感しよう！（※時刻未定）

なごや環境大学実行委員会
猿投の森／木曽川流
域 ほか

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000083
98&caldate=2010-9-30

９月18日 土 10:00

春日井築水の森の自然に学ぶ（第３回）

「春日井の地質と軟珪石について知ろう」築水の森の
観察路の自然の豊かさに触れながら、古生層も存在
する当地の地質についてみてみましょう。（かすがい東
部丘陵自然観察会 副会長　内海勇夫氏）

かすがい東部丘陵自然観察会
春日井市少年自然の
家および周辺の森

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
30&caldate=2010-4-30

９月15日 水 14:00

公開シンポジウム
「生物多様性の恵みと持続可能な地域づくり」

■基調講演
「身近な自然をじっと見る」（財）日本自然保護協会・参
与、しろうま自然の会・代表　今井信五氏
■パネルディスカッション
コーディネータ：　愛知県前副知事　稲垣隆司氏
パネリスト：名古屋市水辺研究会・代表　國村恵子氏
／　岐阜県自然観察指導員連絡会・会長　小野木三郎
氏／　勢和みどりと生き物の会・代表　寺村　善治氏
コメンテータ：今井信五氏

東三河自然環境ネット
（NPO法人　穂の国森づくりの会、豊
橋うみがめクラブ、NPO法人　東三
河自然観察会、東三河懇話会、愛
知大学、愛知県、豊橋市）

NGO
／学
／地
公体

名豊ビル8階　コミュニ
ティーホール（豊橋市
駅前大通2丁目46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/event/partner/detail.php?id=493
0

９月15日 水 13:00

「国際生物多様性フォーラム」

プログラム
●基調講演：
コンサベーション・インターナショナル会長、霊長類学
者　ラッセル・ミッターマイヤー氏
●パネル討論：
・兵庫県立人と自然の博物館館長、東京大学名誉教
授　岩槻邦男氏／俳優、ＮＰＯ法人アクアプラネット理
事長　田中律子氏／速水林業代表、日本林業経営者
協会会長　速水亨氏

朝日新聞社 企業
名古屋国際会議場：
白鳥ホール

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=484
7

９月12日 日 10:00

第４回人と自然の共生国際フォーラム
フィールドワーク
生物多様性体感ツアー（第１回）
＜海上の森コース＞

瀬戸市にある「海上の森」を散策し、里での再生活動
の現場や、生物多様性観察ポイントなどを見学し、森
林・里山の生物多様性を体感します。

愛知県
地公
体

集合場所：海上の森
入口駐車場（愛知環
状鉄道山口駅から徒
歩約20分）

http://www.pref.aichi.jp/0000034343.htm
l

９月12日 日 10:00

どうぶつヒミツ発見隊!!（第５回）
「鳥のいろいろ ～フクロウのあしのヒミツ～」実はとって
も珍しい鳥が東山動植物園にはいるんですよ。そし
て、どうして動物園のフラミンゴは飛ばないのか？謎解
きです。※入園料別途
（講師：小山菜穂氏／多川充佳子氏／舟橋まなみ氏）

なごや動物園研究会「ZOOといっ
しょ」

NGO 東山動植物園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
12&caldate=2010-5-31



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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11日 土 13:30

生物多様性市民フォーラム　つながるいのちの約束

●基調講演
第1部　「みんな、約束だよ！」（ジョン・ギャスライト氏）
第2部　ジョンさん＆エコマンダーに約束しよう　「わたし
たちにできること」
●自然保護活動発表
おかざき湿地保護の会・「湿地の保全活動」／おかざき
自然体験の森　きこりの会・「里山の保全活動」／おお
だの森保護事業者会　山留会・「里山づくり活動」
●自然保護活動団体の紹介
北山湿地・自然体験の森など、水とみどりの「森の駅」
を拠点として自然保護、環境調査など協働で活動して
いる団体を紹介します。

岡崎市
地公
体

岡崎市セキレイホール
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=494
3

９月11日 土 13:30

ユニー株式会社提供お店探検隊
インタープリター養成講座2010
～「いのちをつなぐ人」になる～（第１回）

＜ワークショップ＞
「生物多様性をどう伝えるか」店舗やJA、企業の取り組
み、田んぼ体験を通して、理解した「生物多様性」を整
理し、メッセージをつくる。俳句、物語、紙芝居など。／
ワークショップ「生物多様性を伝えるメッセージづくり」
体験・知識をまとめて「お店で発信できるメッセージ」を
つくり出す。／成果の評価とミニレクチャー「生物多様
性をどう伝えるか」（EPO中部　新海洋子氏）

環境省中部環境パートナーシップオ
フィス／なごや環境大学実行委員会 ＥＰＯ中部 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
d.jp/modules/piCal/index.php?smode=Mo
nthly&action=View&event_id=000000864
9&caldate=2010-9-14

９月11日 土 13:00

「生物多様性を考える環境再生シンポジウム」

＜基調講演＞
「生物多様性のために始めよう ‘Act Locally !’」（岐阜
県立国際園芸アカデミー教授 藤原宣夫氏）
＜事例講演①＞
「建築系大学における実践的環境共生教育の展開」（
岐阜女子大学教授　黒見敏丈氏）
＜事例講演②＞
「ビオトープの思想と技術～下山バークパークから～」
（　株式会社　鈴鍵　日高庸次氏）
＜事例講演③＞
「里山再生のための根株移植事例について」（ 東海工
業専門学校講師(環境再生医) 中島義雄氏）
事例講演④
「地域の自然と文化を保全し活性化を進める長良川エ
コツーリズムモデルについて」（ 岐阜大学工学部技術
専門員(環境再生医) 水上精栄氏）
質問・意見交換 進行 木呂子豊彦氏
(話題提供) 東海工業専門学校生の活動報告

自然環境復元協会
東海工業専門学校 金
山校9F大講義室

http://www.eic.or.jp/event/?act=view&s
erial=22438

９月10日 金

ザ・展示商談会
～がんばる中小企業の環境ビジネス～
　「ザ・展示商談会」は、環境関連の優れた技術や製
品、サービスを有する中小企業（特に小規模事業者）
約４０社が出展し、その最新情報を広く発信すると同時
に環境ビジネスの一層の発展を図ることを目的とした
展示会です。

名古屋商工会議所 企業
愛知県産業労働セン
ター　６階展示場　Ｂ
区画

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=428
2

９月９日 木

全国なぎさシンポジウムin愛知

（1）基調講演：国土交通省河川局海岸室長
（2）九州大学　准教授　清野聡子氏による特別講演
（3）NPO法人表浜ネットワーク代表　田中雄二氏による
活動報告
（4）パネルディスカッション「あいちのなぎさ～遠州灘か
ら～」
コーディネーター：九州大学　清野聡子　氏
パネリスト：豊橋技術科学大学　青木伸一　氏／NPO
法人　表浜ネットワーク代表　田中雄二　氏／田原市
文化財保護審議会委員　葉山茂生　氏／愛知県建設
部河川課長　伊藤和久　氏

全国なぎさシンポジウムin愛知」実
行委員会

豊橋市公会堂（愛知
県豊橋市八町通二丁
目22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/event/partner/detail.php?id=465
0

９月９日 木 味わって知る　わたしたちの海（第４回）
伊勢・三河湾流域ネットワーク／山
崎川グリーンマップ

NGO
昭和生涯学習セン
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=427
4



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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９日 木 13:30

みえ生物多様性シンポジウム2010
-みんなは、未来のために何をしますか-
●開会挨拶
・三重県副知事　江畑賢治氏
・中部地方環境事務所　市原信男
●基調講演
「森・里・海の連環が守った生物多様性」国際日本文化
研究センター教授　安田喜憲氏
●「生物多様性に係る三重県の取組」三重県環境森林
部自然環境室
●パネルディスカッション
テーマ「生物多様性を考える～次世代に向けて～」
コーディネータ：三重大学名誉教授　武田明正氏
パネラー：サラヤ株式会社広告宣伝部次長　廣岡竜也
氏／元三重県立博物館館長　冨田靖男氏／環境省中
部地方環境事務所統括自然保護企画官　田村省二／
三重県生活・文化部新博物館整備推進室学芸員　北
村淳一氏

三重県／三重県商工会議所連合会
／財団法人三重県環境保全事業団

地公
体／
企業
／公
益法
人等

津センターパレスビル
５階　津市センターパ
レスホール（三重県津
市大門７番15号）

http://www.tsucci.or.jp/files/2010/1007_
291.pdf

９月９日 木 13:30

いきもの地球会議シンポジウム
ＣＯＰ10とくらし・経済・文化

出演者：同志社大ビジネススクール教授　浜矩子氏／
青山学院大教授　福岡伸一氏／名古屋商工会議所会
頭　岡田邦彦氏／愛知県養蜂協会会長　野々垣禎造
氏／ＣＯＰ10支援実行委員会アドバイザー　香坂玲氏
／中日新聞編集局長　志村清一氏

中日新聞社 企業
ミッドランドホール（名
古屋駅前・ミッドランド
スクエア５階）

http://www.chunichi.co.jp/article/releas
e/CK2010080602000014.html

９月７日 火 13:00

ダイアログ：生物多様性保全に資する実践取組
～生物多様性と企業活動を巡る恵みと負荷の把握に
向けて～

＜プログラム＞
●プレゼンテーション
【製品・サービスの事業プロセスにおける取組】
セイコーエプソン株式会社地球環境推進部主査　平島
安人氏／・株式会社東芝　環境推進部企画担当グ
ループ長　水上浩　氏

【土地の利用と運用における取組】
森ビル株式会社　都市開発事業本部第一設計部技術
顧問　山口博喜　氏／名古屋市環境局生物多様性室
長　増田達雄　氏／名古屋市住宅都市局都市計画課
地域計画係長　渡辺伸二　氏

●ダイアログ
コーディネーター：名古屋大学エコトピア科学研究所教
授、OECD生物多様性の経済的側面作業部会副議長
林希一郎　氏

環境省中部環境パートナーシップオ
フィス

国
名古屋商工会議所５
階　会議室ABC（名古
屋市中区栄2-10-19）

http://www.epo-chubu.jp/

９月７日 火 ８:30

「環境エネルギー塾 」
～環境とエネルギーを学び、話し合いましょう～（第４
回）

「施設見学会（水力・LNG火力）」「ディスカッション」エネ
ルギー・環境関連施設見学。各自が得たことや提言を
発表し、中部電力社員とのディスカッションを行いま
す。

中部電力株式会社 環境部 企業
中部電力株式会社施
設／本店

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=394
8

９月６日～
13日

月～月 CASE3 藤前干潟学生環境サミット 学生環境サミット実行委員会
愛知県藤前干潟と庄
内川流域の周辺環境

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=420
2

９月５日 日 10:00

東山の森の生物調査（灯火採集）第５回

「虫たちを展翅する（その２）」
虫たちを展翅して、標本作りをします。第４回９月４日
雨天時は６日に順延。
（名古屋昆虫同好会　井上晶次氏／名古屋昆虫同好
会　中島悦雄氏）

名古屋の棲息生物調査実行委員会 東山の森 里山の家 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
06&caldate=2010-7-31

９月５日 日 10:00

「生物多様性への招待」～海部地域の生物から地球の
生命を考える～（第３回）

午前：よくみて！おなじかな？ちがうかな？
午後：野鳥観察「鳥のなきごえをききわける」、
　　　 工作教室「ストーンペインティング」

愛知県尾張県民事務所海部県民セ
ンター

地公
体

午前：海南こどもの国
午後愛知県弥富野鳥
園



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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４日～
５日

土～日 13:00

COP10 社会と学術の対話フォーラム
「生物多様性を主流に」
＜４日＞
・基調講演「生物多様性条約・新戦略計画とＣＯＰ10の
主要課題」（カナダ森林局　イアン・トンプソン氏）
・セッション１「世界の課題」
・セッション２「日本の課題」
＜５日＞
・セッション３「生物資源の保全と利用の葛藤」
・セッション４「日常生活・経済社会が生物多様性に大
きな影響を与えている?!」
・セッション５「対話と協働」
・セッション６「遺伝資源へのアクセスと利益配分－生
物多様性条約とＡＢＳ」
・パネルディスカッション１「21世紀の土地利用・資源利
用」
・パネルディスカッション２「21世紀のくらし・ビジネス・社
会」

生物多様性条約第10回締約国会議
支援実行委員会／名古屋大学

地公
体／
企業
／学

名古屋大学豊田講堂
（名古屋市千種区不
老町）

環境省後援
http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/gakujyutu.html

９月４日 土

森林ふれあい講座
「じょうこうじ響きの森」に住む野鳥を学び、巣箱づくり
を体験しよう！
～生物多様性（森林と野鳥）～

講座内容（現地集合）
・野鳥の種類や生態のお話し（講師：尾張自然観察会）
・間伐材を使った巣箱づくり

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
瀬戸市川平町1　森林
交流館

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=423
4

９月４日 土 19:00

東山の森の生物調査（灯火採集）第４回

「９月、東山の森で灯火採集調査」
灯火に集まる虫たちを採集します。雨天時９月５日に
順延。
（名古屋昆虫同好会　井上晶次氏／名古屋昆虫同好
会　中島悦雄氏）

名古屋の棲息生物調査実行委員会 東山の森（３か所） なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
06&caldate=2010-7-31

９月４日 土 14:00

生物多様性の保全と国際協力（第５回）
「知って、感じて、考えよう！パナマの暮らしと生物多
様性」

（JICA青年海外協力隊帰国隊員　加藤 健二氏）

名古屋国際センター／独立行政法
人国際協力機構中部国際センター
（JICA中部）

公益
法人
等

JICA中部 ２階 セミ
ナールーム

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jica.go.jp/chubu/event/index
.html#a0508-01

９月4日 土 13:30

生物多様性シンポジウム
～つながるいのち 生物多様性とは～

●基調講演  『生物多様性：地球の現状と富山県』（元
富山大学理学部生物圏環境科学科・教養部教授　小
島覚氏）
●パネルディスカッション
コーディネーター：富山市ファミリーパーク園長　山本茂
行氏）
パネリスト：小島 覚氏 ／富山大学理学部生物学科准
教授　山崎 裕治氏／富山市科学博物館 主幹学芸員
太田 道人氏／富山雷鳥研究会 事務局長　松田 勉氏

富山県生活環境文化部自然保護課
地公
体

富山大学五福キャン
パス 黒田講堂（富山
市五福3190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/event/partner/detail.php?id=486
8

９月３日 金 ８:30

「環境エネルギー塾 」
～環境とエネルギーを学び、話し合いましょう～（第３
回）

施設見学（風力・原子力）」エネルギー・環境関連施設
見学会

中部電力株式会社 環境部 企業
中部電力株式会社施
設

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=394
8

９月２日 木 ８:30

「環境エネルギー塾 」
～環境とエネルギーを学び、話し合いましょう～（第２
回）

「森林体験学習（中電の森：内ヶ谷山林）」生物多様性
保全の観点から人工林の基礎知識を習得し、間伐作
業の見学・体験、森林トレッキングで自然を体験しま
す。

中部電力株式会社 環境部 企業
中部電力株式会社施
設

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=394
8



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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１日 水 14:00

公開シンポジウム　NPO・企業の連携からみた
「都市と生物多様性」

第1部
講演　NPO・企業の連携からみた「都市と生物多様性」
■講師：ミサワエクステリア株式会社　小田辺統一氏
／WWFジャパン　橋本務太氏／中日信用金庫　五十
川裕記氏／日本不動産研究所　湯城誠氏
第2部
パネルディスカッション　NPO・企業の連携からみた「都
市と生物多様性」
■パネリスト
　ミサワホーム株式会社　岡靖明氏
■コーディネーター
　都市センター特別研究員　COP10支援実行委員会ア
ドバイザー・名古屋市立大学准教授　香坂玲氏

財団法人名古屋都市整備公社　名
古屋都市センター

公益
法人
等

名古屋都市センター
11階ホール（名古屋市
中区金山町一丁目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.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=486
7

９月１日 水 14:00

「環境エネルギー塾 」
～環境とエネルギーを学び、話し合いましょう～（第１
回）

「地球温暖化防止のための政策」「『環境への挑戦。』
中部電力の環境への取り組み」「原子力とプルサーマ
ルについて」環境政策の概要および電力会社の環境
への取り組みなどについて学びます。

中部電力株式会社 環境部 企業
中部電力株式会社本
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=394
8

８月29日 日 13:30

トークセッション「市民が守る名古屋の生物多様性」

【講演】
「ため池調査から見える名古屋の生物多様性と、市民
協働の取り組み」（名古屋市環境局生物多様性室　野
呂達哉氏）
【対談】
「日本の生物多様性の危機と保全、協働の取り組み」
（“外来種博士”琵琶湖博物館研究員　中井克樹氏／
“カメ先生”愛知学泉大学教授　矢部隆氏）

名古屋市環境局生物多様性企画室
地公
体

伏見ライフプラザ４階
鯱城ホール（名古屋市
中区栄１-23-13）

http://higashiyama-
mori.sakura.ne.jp/220829bio.pdf

８月29日 日 10:00

ビオトープ管理士受験対策講座（第５回）

「計画」市計画や農村計画、地域計画、国土全体の土
地利用計画等において、特に自然生態系の保護・保
全、復元、創出を目的とした場合の構想、計画、設計
等に関する事項と、それらに関する法制度。

ビオトープを考える会 NGO ウィルあいち なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
87&caldate=2010-8-1

８月28日、
29日

土、日

キャンドルナイト扶桑

COP10と同じように（循環型）今回の廃油利用したキャ
ンドルナイトは全て民間ボランティアで実施し資金も自
分たちが出資し（現在賛同者35名一人5000円）キャン
ドルを作成、一般の方々にも協力していただき3000個
を作成する。作成する段階で、授産所施設と取り組み
キャンドル作成費用の中から授産所への作成費用を
30～40％寄付還元する仕組みです、その他、小学校な
どを訪問し環境講座を開きながら「環境宣言の町扶
桑」「COP10」を広くアピールする。

キャンドルナイト扶桑実行委員会
扶桑町　木曽川緑地
公園及びグランドと遊
歩道活用

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=417
8

８月28日 土 ９:00

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
「実体験！外来植物除去作業」（第８回②）

NPO法人立山自然保護ネットワークが毎年この時期に
実施している、立山アルペンルート沿線での外来植物
除去作業に加わり、実際に生物多様性の保全のため
の活動を体験してみます。除草剤を撒くことのできない
環境で、人や車に付着して低地から上がってくる外来
性の植物を、人の手で根気よく引き抜いてゆく作業で
す。大半はオオバコやスズメノカタビラなどのわずかな
種類の雑草なので、植物学の知識のない方でも安心し
てご参加いただけます。

アースデイ富山2010実行委員会
立山アルペンルート沿
線

http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010年）度＞
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８月27日 金 14:00

シンポジウム「TEEBとグリーンエコノミー：生物多様性
と経済・ビジネスの新しいあり方」

●主催者挨拶
 名古屋大学エコトピア科学研究所、 環境省
●来賓挨拶
 生物多様性条約事務局長　アフメッド・ジョグラフ氏
●基調講演　「TEEB最終報告について」（TEEB研究
リーダー　パバン・スクデフ氏）
● 講演１「TEEB－D3（事業者向け）」（ IUCNチーフエコ
ノミスト　ジョシュア・ビショップ氏）
●講演２　「TEEB－D2（地方行政担当者向け)」（インド
工科大学人間社会学部准教授　ハリピリア・グンディメ
ダ氏）
●パネルディスカッション
コーディネーター：
財団法人地球環境戦略研究機関上席研究員　西宮洋
氏
パネリスト：
名古屋大学エコトピア科学研究所教授　林希一郎氏／
B研究リーダー　パバン・スクデフ氏／IUCNチーフエコ
ノミスト　ジョシュア・ビショップ氏／インド工科大学人間
社会学部准教授　ハリピリア・グンディメダ氏　他
● 閉会挨拶
財団法人地球環境戦略研究機関　浜中裕徳理事

環境省／名古屋大学エコトピア科学
研究所／財団法人地球環境戦略研
究機関／日本経済新聞社

国／
大学
／公
益法
人等
／企
業

名古屋大学経済学研
究科カンファレンス
ホール（名古屋市千種
区不老町）

http://www.env.go.jp/press/press.php?s
erial=12785

８月22日 日
キッズチャレンジ　コットン（綿）を育ててみよう（第３回）
「花を観察してみよう」

荒子川公園ガーデンプラザ（指定管
理者：財団法人名古屋市みどりの協
会）

公益
法人
等

荒子川公園内
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=425
6

８月22日 日 14:00

生物多様性の保全と国際協力（第４回）
「知って、感じて、考えよう！ケニアの暮らしと生物多様
性」

（JICA青年海外協力隊帰国隊員　伏屋俊樹氏）

名古屋国際センター／独立行政法
人国際協力機構中部国際センター
（JICA中部）

公益
法人
等

JICA中部 ２階 セミ
ナールーム

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jica.go.jp/chubu/event/index
.html#a0508-01

８月22日 日 13:00

ビオトープ管理士受験対策講座（第４回）

「施工」河川や止水域、海岸、道路、農地、公園、里
山、森林、庭などにおいて、野菜生物の生息空間を保
護・保全、復元、創出する際の設計・施工全般に関す
る事項と、それらに関する法制度

ビオトープを考える会 NGO ウィルあいち なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
87&caldate=2010-8-1

８月22日 日 10:00

ビオトープ管理士受験対策講座（第３回）

「環境関連法」自然環境及び野生生物の保護等に関
する法制度（専門科目以外）

ビオトープを考える会 NGO ウィルあいち なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
87&caldate=2010-8-1

８月22日 日 ９:30

あいちの自然観察会（第６回）

「竹島で磯の生き物を調べてみよう」
（あいち自然観察会 会員）

愛知県自然観察指導員連絡協議会
（あいち自然観察会）

三河湾　蒲郡竹島 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
00&caldate=2010-4-16

８月22日 日 12:00

生物多様性流域対話

●「味わって知る」地域のめぐみ
　　（ＮＰＯ法人山菜の里いび）
●「流域のこれからを考える」全体対話集会
　・伊勢・三河湾流域再生調査報告
　　（伊勢・三河湾流域ネットワーク）
　　話題提供１：河川上流域の森の再生と地域づくり
　　話題提供２：川の再生と生物多様性
　　話題提供３：流域の森里川海づくり
●全体まとめ
コーディネーター：
　ＮＰＯ法人森と水辺の技術研究会　野村典博氏

中部地方環境事務所 国
岐阜県立森林文化ア
カデミー　森の情報セ
ンター

８月21日～
27日

土～金

「生物多様性国際ユース会議 in 愛知 2010」

(1)ホームステイ【21日～22日】（愛知県内一般家庭受
け入れ）
(２)会議【23日～26日】（あいち健康プラザ：愛知県知多
郡東浦町）
(３)エクスカーション【24日】（三重県三重郡菰野町）
(４)交流会【24日】（愛知淑徳大学等）
(５)発表会【27日】（名古屋大学豊田講堂：名古屋市）

環境省 国

◎会議：あいち健康プ
ラザ（愛知県東浦町）
◎エクスカーション（三
重県三重郡菰野町）
◎交流会（愛知淑徳
大学等）
◎発表会：名古屋大
学豊田講堂

http://www.env.go.jp/press/press.php?s
erial=12102



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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21日～
22日

土～日 10:00 「いしかわ環境フェア２０１０」
社団法人いしかわ環境パートナー
シップ県民会議

石川県金沢市袋畠町
南193番地　石川県産
具展示館４号館

中部地方環境事務所後援
http://www.eco-
partner.net/event/index.htm#201008212
2

８月21日～
22日

土～日

森への招待状（第５回）

「サマーキャンプ」

中部電力株式会社環境・立地本部
環境部環境経営グループ

企業

中部電力のエネル
ギー関連施設および
水源涵養林（内ケ谷山
林）　他
※全日程の集合・解
散場所は、JR名古屋
駅前です。

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=414
3

８月21日 土 14:00

第６回ビオカフェ
今回のテーマは、海外からの輸入に依存する日本人
の今の魚食文化と地元沿岸漁業がかかえる問題につ
いて話し合います。

話題提供：
共同通信社　井田徹治氏／中部水産株式会社 販売
促進部長　神谷友成氏／豊浜漁業協同組合長　山本
昌弘氏

ＣＢＤ市民ネット・生命流域部会 NGO
ＪＩＣＡ中部なごや地球
広場　２階セミナー
ルームＢ

http://www.justmystage.com/home/aichi
sea/newpage4html.html

８月21日 土 13:30

ビバちきゅうきょうしつ ～生物多様性を育む自然を感
じよう～（第６回）

「ふりかえりとまとめ ～第５回までの講座の振り返りと
10月の発表会に向けたまとめ」（夏休みの自由研究に
使えるかも？）

なごや環境大学実行委員会／株式
会社中日新聞社 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
57&caldate=2010-4-30

８月21日 土 13:00

ぎふＮＰＯセンター　10周年記念イベント
いのちと暮らしを守る・つくる
～あなたにとって持続可能な地域とは？～
・ご挨拶「これまでの10年とこれから」（特定非営利活
動法人ぎふＮＰＯセンター理事長　駒宮博男氏）
・基調講演「ダイコン１本からの革命」（株式会社大地を
守る会代表取締役社長　藤田和芳氏）
・パネルディスカッション「持続可能社会の構築は地域
から」パネラー：藤田和芳氏/かえる農園主宰　石井信
弘氏、コーディネーター：駒宮博男氏
・これからの10年に向けたワークショップ

特定非営利法人ぎふＮＰＯセンター NGO
岐阜県県民ふれあい
会館レセプションルー
ム

８月21日 土 13:00

国際ヒメボタルサミット　in　COP10愛知・名古屋

プログラム
●第１部ヒメボタルを育む市民の活動
・世界からのメッセージ
・Forbyさん（アメリカ）から見た日本
・大阪・東京・愛知からのレポート
●第２部こどもたちへのメッセージ
・ひめぼたるに夢のせて☆
・ヒメボタルのふしぎ．きみもホタル博士だ
●みんなで「ヒメボタル宣言」

国際ヒメボタルサミットinCOP10愛
知・名古屋実行委員会／名古屋市
科学館

名古屋市科学館サイ
エンスホール

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.ncsm.city.nagoya.jp/news/in
dex.html#himebotaru0821

８月21日 土 ９:30

野生ニホンリスの保護活動をする中での環境教育の
実施（第５回）

「野生のニホンリスの捕獲による生態調査とセミナー」
リスの捕獲・首輪発信器装着・マイクロチップ装着、計
測活動・テレメ調査を通して、リスの行動を知り、自活
環境と緑の回廊を考える。動物保全のための活動に
ついて紹介し、考える。

守山リス研究会 NGO 東谷山／尾張戸神社 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
82&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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18日 水 13:00

第22回コーヒーサロン
コーヒーから世界をのぞいてみよう

●「コーヒーと人々の暮らし」（東京大学東洋文化研究
所　教授　池本幸生氏）
●「コーヒーとサステイナビリティ」（日本サステイナビリ
ティコーヒー協会　副理事長　伊藤亮太氏）
●「私たちの身近な生物多様性」（名古屋市立大学大
学院准教授　香坂玲氏）
●「会場とのディスカッション」（総合司会兼モデレー
ター　川島良彰氏）

コーヒーサロン（東京大学　東洋文
化研究所　池本研究室）

学
中部学院大学各務原
キャンパス大講義室

http://www.cafe-higuchi.jp/coffee-
salon.html

８月12日 木 18:00

ナイトカフェ
「市民が守る生物多様性」

スピーカー：
●「ため池調査から見える名古屋の生物多様性と、市
民協働の取り組み」（名古屋市環境局生物多様性室
野呂達哉氏）
●「日本の生物多様性の危機と保全、協働の取り組
み」
（”カメ先生”愛知学泉大学教授　矢部隆氏／名古屋昆
虫同好会会長　間野　隆裕氏）

参加者との討論で、「日本と名古屋の生物多様性の危
機と保全」について、現状・課題・取り組みの方策を立
体的に明らかにします

名古屋ため池生物多様性保全協議
会

名城フラワープラザ
（名古屋市北区名城１
丁目２－25

８月８日 日 14:00

第５回ビオカフェ
途上国の人々と「流域系生物多様性」の視点
～フィリピン・セブ島の埋立地から考える～

講師：フィリピン情報センター・ナゴヤ運営委員/ＣＢＤ
市民ネット・生物多様性と開発部会 副部長/（特活）名
古屋ＮＧＯセンター 理事長　西井和裕氏

ＣＢＤ市民ネット・生命流域部会 NGO
ＣＯＭＢｉ本陣 会議室
（旧、名古屋市立本陣
小学校）

http://www.nangoc.org/04info/01event/
files/100808_5kai_%20biocafe.pdf

８月８日 日 13:00

ビオトープ管理士受験対策講座（第２回）

「ビオトープ論」ビオトープの理念、保護の考え方及び
方法等に関する事項

ビオトープを考える会 NGO ウィルあいち なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
87&caldate=2010-8-1

８月８日 日 10:00

ビオトープ管理士受験対策講座（第１回）

「生態学」生態系の構成要素、機能、生物と環境の間
の相互作用等に関する事項

ビオトープを考える会 NGO ウィルあいち なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
87&caldate=2010-8-1

８月８日 日 10:00

どうぶつヒミツ発見隊!!（第４回）
「カバのいろいろ ～実はすごく○○がはやい!?～」動物
園で大人気のカバさん。そのイガイな素顔に迫ります。
※入園料別途
（講師：小山菜穂氏／多川充佳子氏／舟橋まなみ氏）

なごや動物園研究会「ZOOといっ
しょ」

NGO 東山動植物園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
12&caldate=2010-5-31

８月８日 日 10:00

ざわざわ森の生物多様性検定（第５回）

現地学習「ざわざわ森の生物多様性検定」愛すべき森
をこの先も残すために（ざわざわ森クラブ　田中守氏）

緑生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
51&caldate=2010-5-31

８月７日 土 19:30

トークイベント
「深海パラダイス！海の世界の生物多様性」

講師：JAMSTEC 海洋・極限環境生物圏領域 教授
藤倉　克則氏／竹島水族館　学芸員　小林　龍二氏

生命の海科学館
地公
体

生命の海科学館
ミュージアムシアター

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.nrc.gamagori.aichi.jp/lecture
/index.html#lecture2

８月７日 土 18:00

子ども東山の森づくり隊（第２回）

「ナイトハイキング」夜の森を歩き、昼間とは違った森
の表情を楽しみます。（東野昌宏氏／中西たかお氏）

なごや東山の森づくりの会 NGO なごや東山の森 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
96&caldate=2010-5-31



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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７日 土 18:00

ビバちきゅうきょうしつ ～生物多様性を育む自然を感
じよう～（第５回）

「夜の森歩き ～夜の森を歩き、虫の音、夜咲く花の観
察」星空の下、東山の森を歩き、虫の音、せせらぎの
音を聞きながら、夜に咲く花の観察をします。子どもた
ちに東山の森のすばらしさを伝え、森や自然について
考えるきっかけづくりをします。講座に参加した子ども
たちが、名古屋という都会にある東山の森を、多様な
生き物が暮らす貴重な場所として間森次、次世代に
なっていくことを期待します。

なごや環境大学実行委員会／株式
会社中日新聞社 平和公園 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000080
57&caldate=2010-4-30

８月７日 土 12:20

COP10開催記念リレー講演会「生物多様性とは何
だ?!」

生物学発祥の地・なごや－尾張本草学の巨匠・水谷豊
文と伊藤圭介（名古屋市高年大学鯱城学園　田中多
喜彦氏）
★生物多様性（その1）種の多様性に関連して－昆虫
に見る巧みな生存戦略（金城学院大学　森　勇一氏）
★生物多様性（その2）遺伝子の多様性を守る－東海
地方の里山保全の象徴種シデコブシについて（名古屋
大学　戸丸信弘氏）
★生物多様性（その3）外来種の問題を考える－名古
屋市周辺の脊椎動物の外来化（愛知学泉大学　矢部
隆氏）
★企業が守る里山環境－「トヨタの森」からのメッセー
ジ（住友林業　伊藤俊哉氏）

名古屋市市政資料館
地公
体

ウィルあいち（地下鉄・
基幹バス「市役所」東
へ徒歩10分）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/event/partner/detail.php?id=481
5

８月７日 土 10:00

レッツ農！講座 田んぼの生きもの調査（第４回）

「赤とんぼ、めだか、トノサマガエルは、どこに行ったの
でしょうか」田んぼの生きものと農、自然の関係につい
て考える。
（日進野菜塾、自然観察指導員　吉武賢慧氏／日進野
菜塾　熊谷正道氏）

日進野菜塾 NGO あいあいの家 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
21&caldate=2010-4-30

８月７日 土 ９:45
６人の生態学者による毎月一回の講演と観察会（第５
回）
「虫のはたらきと森林生態」（ 東大秩父　鎌田直人氏）

(社)日本山岳会東海支部／(社)国
土緑化推進機構

公益
法人
等

講演会：愛知県産業
労働センター（ウィンク
あいち）
観察会：猿投の森（瀬
戸市上山路町）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jac-tokai.jp/index.html

８月７日 土 ９:00

第12回　水源林見学会

木曽三川（揖斐川、長良川、木曽川）を水源としている
下流域（岐阜県・愛知県・三重県）の小学生とその保護
者を対象にして、地元森林組合の協力のもと、山仕事
の体験や水源林の見学を行うことで、「水源林整備」の
大切さを啓発・普及したい。

社団法人木曽三川水源造成公社
公益
法人
等

岐阜県郡上市大和町
内ヶ谷地内　公社所有
林
（JR岐阜駅９時集合）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.kiso3sen.org/

８月７日 土 ９:00

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
「実体験！外来植物除去作業」（第８回①）

NPO法人立山自然保護ネットワークが毎年この時期に
実施している、立山アルペンルート沿線での外来植物
除去作業に加わり、実際に生物多様性の保全のため
の活動を体験してみます。除草剤を撒くことのできない
環境で、人や車に付着して低地から上がってくる外来
性の植物を、人の手で根気よく引き抜いてゆく作業で
す。大半はオオバコやスズメノカタビラなどのわずかな
種類の雑草なので、植物学の知識のない方でも安心し
てご参加いただけます。

アースデイ富山2010実行委員会
立山アルペンルート沿
線

http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/

８月７日 土 ９:00

おかざき田んぼの樂校（第５回）

「田んぼづくりを笑う」稲がそろそろ実り、来月あたりが
収穫の時期。

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク NGO 岡崎市 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
47&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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６日 金

夏休み親子体験セミナー
―田んぼまわりの生きもの調査―

○「水田や農業の果たしている役割」や「田んぼまわり
の生きもの」についての説明。
○タモ網等で実際に生き物を捕まえ、種類を調べ大き
さを測り写真を撮る。
調べた後、捕まえた生き物はリリースする。

東海農政局 国
あま市二ツ寺西高須
賀1番地　二ツ寺親水
公園付近の用水路

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=472
5

８月６日 金 14:00

生きものの多様性の保全と事業活動
～生物多様性セミナー（第５回）

・事例紹介
ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行、「郡上八幡山と
川の学校」（いずれも候補）
・パネルディスカッション

豊岡市／三井住友銀行
地公
体／
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/event/partner/detail.php?id=421
1

８月６日 金 13:00

斜面の自然回復緑化
～地域生態系を考慮したのり面緑化を考える～
＜基調講演＞
「地域生態系を考慮した“自然回復緑化”」（ＳＰＴＥＣ・Ｙ
ＡＭＡＤＡ日本緑化工学会　理事　山田 守氏）
＜技術報告＞
「植生基材注入工による斜面の自然回復緑化」（日本
特殊緑化協会　事務局長　杉山勝茂氏）

日本特殊緑化協会　東海支部
公益
法人
等

名古屋国際会議場
２号館224号室

http://www.nishino.com/topicks_detail.ph
p?id=27

８月５日 木

にっしん水生生物調査

川の中にいる生き物を採取して、きれいな川にすむ生
き物、よごれている川にすむ生き物など、分類し、水質
を調べます。
在来種・外来種についても学び、生物多様性の保全の
ためにできることを考えるきっかけを作ります。

日進市
地公
体

天白川（日進市米野
木町柿ノ木前地内　大
原橋付近）

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=485
7

８月４日～
28日の内、

８日間

夏休み環境学習講座「わくわく！森のいきもの探検隊」

（1）8月 4日(水)すてきな夏みつけた！
（2）8月 5日(木)森あそびで体験！いきもののつながり
（3）8月11日(水)君もチョウ博士になろう！
（4）8月12日(木)水辺のいきものしらべ
（5）8月14日(土)森の音楽会
（6）8月24日(火)森をつくったのはだれ！？
（7）8月26日(木)森で発見！セミのひみつ
（8）8月28日(土)森でビンゴ！

愛知県
地公
体

もりの学舎（愛・地球
博記念公園内）

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=470
3

８月４日～
24日

水～火

大昆虫博物館

◆ チョウの世界
◆ 甲虫巨大ウォール
◆ 甲虫たちの世界
◆ ファーブル広場
◆ ふれあいジャングル

メ～テレ・東映 企業
松坂屋名古屋店　南
館8階　マツザカヤ
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=472
7

８月４日 水

親子夏休み自然工作　～生き物図かんをつくろう～

絵本の読み聞かせなどを通して、生物多様性の必要
性についてわかりやすく解説します。
次に、公園を散策して木の葉や草花を採集して、自由
に組み合わせて空想の生き物を作り、図鑑にします。
夏休みの宿題にも利用できます。

名古屋市東生涯学習センター
地公
体

名古屋市東生涯学習
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=472
4



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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４日 水

創流88年記念　石田流サマーオープンセミナー
COP10開催記念　自然と環境によせて

オープニング　映像＆ナレーション

第１部フォーラム　今考える地球環境
1　自然と再生　(名古屋市植物園参与　岡島徳岳氏)
2　自然とアート　(名古屋造形大学学長　高北幸矢氏)
3　自然と花たちとの交信　(石田流家元　石田秀翠氏)

第２部いけ花ステージパフォーマンス
　地球・自然といのちの絆(きずな)
親子いけばな・いけばな＆パフォーマンス・子供ダンス
今の地球環境を人、動物、植物が強い絆を持ち自然の
大切さ、環境の保護に立ち向かい輝く未来を創作する
ハートフルストーリー

社団法人石田流華道会
公益
法人
等

名古屋市青少年文化
センター　アートピア
ホール
（名古屋市中区3-18-
1　ナディアパーク）

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=426
0

８月３日 火
環境学習会（自然観察会）

用水路などに住む魚や水星昆虫の観察など
稲沢市　経済環境部　環境保全課

地公
体

千代田市民センター
周辺の水田、用水、あ
ぜ等及び千代田中学
校理科室

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=478
9

８月３日 火 14:00

国際カレッジ2010子ども編
～多様性でつながる未来～

「いろんなつながり」
＊私たちはつながりあった世界に住んでいる。一見関
係ないように思えるミミズや、聞いたこともない国の人
ともきっとどこかでつながっている。今着ている服、昨
日食べたチョコレート、そこにも様々な人や資源とのか
かわりがある。ワークショップを通して、私たちが様々
なつながりの中で生きていることを知るとともに、私た
ちの生活がそのつながりにどんな影響を与えているの
かを考える。

（財）名古屋国際センター
公益
法人
等

名古屋国際センター
5階第一会議室

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=471
8

８月1日～
31日

日～火

豊田市市民参加生きもの調査

豊田市内でトンボ、バッタ、タヌキなどがいるかいない
かを調べます（対象生き物：38種類）。
市が配布する調査マニュアルを見ながら、調査シート
に記入し、調査シートを添付ハガキにて報告します。

豊田市
地公
体

豊田市内
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=470
4

８月１日～
６日

日～金

ISAP2010名古屋会議

 『環境と安全』をメインテーマとして以下の事業を実
施。
（1） 第11回国際アスファルト舗装会議
（2） アジア特別セッション
（3） 道のテクノロジー展　　※一部、建設技術フェア
2010 in中部と共催
（4） 特別講演・体験学習・現場見学会
（5） 市民公開セミナー　等

（社）日本道路協会ISAP2010名古屋
会議実行委員会／国際アスファルト
舗装協会（ISAP）

公益
法人
等

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=391
5

８月1日 日 10:00

「生物多様性への招待」～海部地域の生物から地球の
生命を考える～（第２回）

午前：あっ！いろんなばしょに　いろんな生きもの！～
ミニ地球をつくろう！～
午後：野鳥観察「野鳥が少ないじきのしぜんかんさ
つ」、
　　　 工作教室「ウィンドチャイムづくり」

愛知県尾張県民事務所海部県民セ
ンター

地公
体

午前：海南こどもの国
午後愛知県弥富野鳥
園

８月１日 日 10:00

東山の森の生物調査（灯火採集）第３回

「虫たちを展翅する（その１）」
虫たちを展翅して、標本作りをします。第２回７月31日
雨天時は２日に順延。
（名古屋昆虫同好会　井上晶次氏／名古屋昆虫同好
会　中島悦雄氏）

名古屋の棲息生物調査実行委員会 東山の森 里山の家 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
06&caldate=2010-7-31

８月１日 日 10:00
子ども樹木博士（第３回）
「子ども樹木博士になりませんか」自然観察と認定試
験、レクリエーション（鵜飼洋子氏／長谷川泰洋氏）

エコミュージアムあいち・もりづくり会
議

東山植物園 なごや環境大学共育講座
http://moridukuri-
kaigi.com/wordpress/wp-
content/uploads/2010/04/chirashi.jpg



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010年）度＞
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８月１日 日 ６:00

ざわざわ森の生物多様性検定（第４回）

現地学習「ざわざわ森を探検しよう！(3)」早朝の森で
昆虫観察会＆竹パンづくりに挑戦！（自然観察指導員
高松一史氏）

緑生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
51&caldate=2010-5-31

７月31日～
８月３日

土-火

開学60周年記念 国際シンポジウム
「生物多様性の科学
－遺伝子・ゲノムと遺伝資源－」
講演会、パネルディスカッション、展示会（一般向け）

国際シンポジウム（招聘シンポジストおよび一般参加
者）

名古屋市立大学国際シンポジウム
2010組織委員会

学
ホテル ルブラ王山（名
古屋市）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.nsc.nagoya-
cu.ac.jp/BDS2010/1st_circular_jpn.pdf

７月31日 土
森への招待状（第４回）

「自然観察会」

中部電力株式会社環境・立地本部
環境部環境経営グループ

企業

中部電力のエネル
ギー関連施設および
水源涵養林（内ケ谷山
林）　他
※全日程の集合・解
散場所は、JR名古屋
駅前です。

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=414
3

７月31日 土 19:00

東山の森の生物調査（灯火採集）第２回

「７月、東山の森で灯火採集調査」
灯火に集まる虫たちを採集します。雨天時８月１日に
順延。
（名古屋昆虫同好会　井上晶次氏／名古屋昆虫同好
会　中島悦雄氏）

名古屋の棲息生物調査実行委員会 東山の森（３か所） なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
06&caldate=2010-7-31

７月31日 土 10:00

条約から地球的課題を探る
～生物多様性と南北問題の視点を踏まえて～
＜講演＆自由討論＞
●講師１（経済分野）：（特活）ＡＭネット理事　神田浩史
氏
●講師２（社会開発分野）：静岡文化藝術大学准教授、
平和構築NGOジュマ・ネット代表　下澤嶽氏
講師３（環境分野）：上智大学地球環境学研究科教授
磯崎博司氏
＜分科会・全体会＞

外務省（2010年度NGO研究会） 国 名古屋YWCA　　４０３
http://www.nangoc.org/02aboutus/01ng
onews/documents/100731_jyoyakuWS.p
df

７月31日 土 ８:30

自然体験学習（第２回）

「河川体験学習 ～自然観察会～」
自然観察やクラフトづくりなど森や川と触れ合う時間を
過ごすことで、水循環の大切さを知ります。
（自然工房NENO　赤尾友和氏）

ＮＰＯ法人　水とみどりを愛する会 NGO みのかも健康の森 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
37&caldate=2010-7-1

７月31日 土 ４:00

アカウミガメの来る表浜海岸の自然観察会

調査を実体験していただきます。
・アカウミガメの上陸調査
・アカウミガメの産卵巣調査

東三河自然環境ネット／豊橋市
NGO
／地
公体

豊橋市内の表浜海岸
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=465
6

７月29日 木 13:30

企業・施設の現場からヒントを得る“環境保全” ～きっ
と見つかる！私たちにできること～（第５回）
【現地学習】「鳴海工場 環境保全とエネルギー効率に
優れたガス化溶融炉」（株式会社鳴海クリーンシステム
社員）

南生涯学習センター
地公
体

名古屋市鳴海工場 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
65&caldate=2010-6-1

７月29日 木 ８:00

エコクラフト ～布ぞうり＆リサイクル～ 古布／古糸を
編む・織る・染める ～もったいないを家庭から～（第５
回）

「里山の野草で染め体験」染め物の体験をします。古
布・古レース・風呂敷など、使い古した絹、綿などの天
然繊維がよく染まりますよ。
※７月29日(木)の回は個別講座で、第１・2回講座の会
場で申込を受付します。

手あみ生涯学習グループ／つなが
れっとNAGOYA／名古屋市リサイク
ル推進センター

NGO
／地
公体

猿投神社 ふもと なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000081
07&caldate=2010-6-20



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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27日 火 18:30

ダイアログ
「2010年以降の生物多様性条約目標を地域でどう実現
するか」
＜基調講演＞
「日本の生物多様性総合評価と地球規模概況につい
て」中静 透氏（東北大学大学院教授、環境省生物多
様性総合評価検討委員会座長）
＜ダイアログ＞
●中 静透氏
●日本自然保護協会保全研究部国際担当、生物多様
性条約市民ネットワーク　道家哲平氏
●愛知県環境部自然環境課主幹　丹羽崇人氏

環境省中部環境パートナーシップオ
フィス（中部ＥＰＯ）

国
愛知県産業労働セン
ター「ウィンクあいち」
10階　1006小会議室Ａ

http://epo-chubu.jp/index.html

７月27日 火 14:00

国際カレッジ2010子ども編～多様性でつながる未来～

「多様性ってなんだろう」
＊最近よく聞く「多様性」という言葉。多様であることが
あたり前の時には気付かなかったことが起こり始めて
いる。どうして多様性が必要なのか、多様性が失われ
たら何が困るのかを身近な事柄から考えるとともに、
10月に開催されるCOP10を踏まえ、生物の多様性がな
ぜ失われているのか、また自分たちの生活とのかかわ
りについて考える。

（財）名古屋国際センター
公益
法人
等

名古屋国際センター
5階第一会議室

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=471
8

７月25日～
８月1日

日～日 午後

食虫植物のふしぎ展

平成22年7月25日（日）午後～平成22年8月1日（日）午
前中
・食虫植物のふしぎ展　　パネル数点と約100鉢40種類
（絶滅危惧種含む）を展示します。
平成22年8月1日（日）10:30～（約1時間）
サニーハウス　多目的ホール　定員：親子15組
食虫植物懇話会　山本康博氏の特別講演
・補虫の仕組み、植物の仕組みなどをわかりやすく解
説していただきます。

名古屋港ワイルドフラワーガーデン
“ブルーボネット”

・７月25日～8月1日
名古屋港ワイルドフラ
ワーガーデン“ブルー
ボネット”
・８月1日サニーハウス
多目的ホール

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=481
9

７月25日～
27日

日～火

2010夏　アズワンワンダースクール　サマーキャンプ
自然体験教室　「おっぱら清流キャンプ」Ｂコース

ろうそくカンテラを作って、ナイトウォーク
イカダ遊び（ライフジャケット着用）&水中生物の観察
キラキラした砂金や水晶等の鉱物を採取してみよう
キャンプファイヤー・星空観察・ネイチャーレクリエー
ション

特定非営利活動法人アズワン NGO
岐阜県高山市清見町
おっぱら自然体験セン
ター（旧大原小学校）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.asone.or.jp/chirashi/2010S-
1.pdf

７月25日 日

タネのひみつ ～夏野菜のタネとあそぼう～

親子向けの自然講座
野菜の種がどのように実についているのかを調べた
り、夏野菜の種類あてクイズをしたりと楽しく自然学習
を行います。

御嵩町役場　生涯学習課
地公
体

御嵩町役場　生涯学
習課

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=468
7

７月25日 日 12:30

特別上映イベント「生物多様性について　～人と自然
の共生を考える～」

・「森の女王～イチジクの木の物語」上映
・講演「生物多様性とは」（富山大学大学院理工学研究
部　横畑泰志氏）
・「ルナを救え～野生のシャチの物語」上映

NPO法人　地球映像ネットワーク
（NFN／Nature Film Network）

NGO
富山市民国際交流協
会CiCビル３階　会議
室1

環境省後援
http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/index.ph
p?p=19

７月25日 日 10:30

ビバちきゅうきょうしつ ～生物多様性を育む自然を感
じよう～（第４回）

「お天気キャスターと学ぼう、地球温暖化と生物多様性
～名古屋の気象データと二酸化炭素を使った簡単な
実験とクイズ」地球温暖化問題が生物多様性に与える
影響を学びます。地球上の生物は、その生息環境の
気候変化に影響されるため、温暖化と生物多様性の
問題をあわせて学ぶことは大切です。現在すでに始
まっている気候変化によって、私たちの周りで何が起
こっているのか、また、今後の気温上昇による動植物
への影響、私たちの食料への影響などを学びます。

なごや環境大学実行委員会／株式
会社中日新聞社

ミッドランドスクエアイ
ベントスペース

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000080
57&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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25日 日 10:00
鹿革の活用プロジェクト成果報告会と猪肉バーベ
キュー

Hundreds of deers for Hundreds of
dears

NGO

愛知県岡崎市夏山町
字外田付近のNPO法
人中部猟踊会の山小
屋

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=481
6

７月25日 日 10:00

猪高の森で自然探検　　～夏だ!水辺の生き物探検隊
だ!～

“いたかの森”において観察会を開催します。今回の
テーマは「水辺の生き物」です。
“いたかの森”には様々な水辺があります。おおきな池
や小さな池、湿地や田んぼ、どろどろ沼や小川や水た
まり・・・
小魚・ヤゴ・ザリガニ・カエルなどいろんな水辺の生き
物を探しに森を探検します。

名東自然倶楽部 NGO 名東区　猪高緑地
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/event/partner/detail.php?id=456
8

７月25日 日 ９:00

発見！　街の中の生物多様性
－市街地の中の自然観察会－

岡崎市市街地での昆虫、植物観察を通し生物多様性
を実感します。
講師：　大平　仁夫（昆虫）／　千賀　敏之（植物）

岡崎市
地公
体

岡崎市図書館交流プ
ラザ「りぶら」301会議
室、岡崎公園周辺

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/partner/detail.php?id=461
7

７月24日 土 18:30

自然と仲よし、ネイチャーゲーム（第３回）

「夜の緑地でワクワク・ドキドキ」
夜ならではのネイチャーゲームを体験してもらいます。

なごやネイチャーゲームの会 相生山（天白区菅田） なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
26&caldate=2010-4-30

７月24日～
25日

土～日
地球環境問題映画会　第17回「生きている地球の記
録」

（財）三菱UFJ環境財団；名古屋市
科学館；中日新聞社；アー・ビジョン
組織委員会

公益
法人
等／
行政
／企
業

名古屋市科学館　サイ
エンスホール：生命館
B2階
（名古屋市中区栄2－
17－1）

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/event/partner/detail.php?id=445
5

７月24日 土 13:30

東山の森の生物調査（灯火採集）第１回

「灯火採集調査とは何か？」
灯火に集まる名古屋の虫たちについて事前学習と昨
年の報告。
（名古屋昆虫同好会　井上晶次氏）

名古屋の棲息生物調査実行委員会 東山の森 里山の家 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
06&caldate=2010-7-31

７月24日 土 13:00

竜宮探検～表浜のアカウミガメ調査員養成講座～

○講座
・「アカウミガメの生態」
・「表浜の地形と植物」
○現地指導
・「アカウミガメの上陸・産卵調査」

東三河自然環境ネット／豊橋市
NGO
／行
政

豊橋市五並地区市民
館及び表浜海岸

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=456
9

７月24日 土 10:00

表浜・三河湾・南愛知の生物多様性を学ぶつどい

＜ふれあい作品展 ＞10:00～
・特徴のある表浜・三河湾・東三河の生もののパネル
掲示
・民芸品（カゴ・風車など）や生もの（鳥・昆虫・魚など）
をモチーフとした石・木・竹の作品の展示など
・豊橋市市民協働推進補助事業・環境の保全を図る事
業（海岸美化活動）

＜お話し＞13:00～
「豊川流域の自然と多様性」（新城市鳳来寺山自然科
学博物館館長　加藤貞亨氏）
「日本の背骨 中央構造線と創作活動」（現代自然創作
園推進本部長・深造の森・三遠南信サポーターズ地域
づくり活動家　耳塚信博氏）

豊川流域圏を学ぶグループ NGO
あいトピア　多目的
ホール（豊橋市社会福
祉協議会内）

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=446
3



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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24日 土 ９:30

おばたの森あそび（第２回）
「夏の森遊び」（河本一枝氏／土屋照雄氏）
夏の森派、生き物の命であふれています。生き生きと
した森の中で、自然遊びを楽しみます

なごや環境塾 どんぐりころころグ
ループ

NGO
小幡緑地本園 どんぐ
りころころの森

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
71&caldate=2010-4-30

７月23日～
25日

金～日

2010夏　アズワンワンダースクール　サマーキャンプ
自然体験教室　「おっぱら清流キャンプ」Ａコース

飛騨牛の牛舎見学。近くで大きな飛騨牛を見てみよう
清流水遊びと魚のつかみ取り
夏のブルーベリー摘み
キャンプファイヤー・星空観察・ネイチャーレクリエー
ション

特定非営利活動法人アズワン NGO
岐阜県高山市清見町
おっぱら自然体験セン
ター（旧大原小学校）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.asone.or.jp/chirashi/2010S-
1.pdf

７月23日～
25日

金～日

モリゾー・キッコロ里山学校

（1）御浜町阪本地区探訪とグリーンマップ
（2）熊野古道通り峠散策
（3）丸山千枚田で案山子（かかし）作り
（4）トロッコ電車に乗って坑道探検
（5）にほんの里100選探訪（紀宝町浅里地区）
（6）熊野川で三反帆の川船乗船

朝日新聞社 企業
三重県熊野市、御浜
町、紀宝町

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/event/partner/detail.php?id=464
0

７月23日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第15回）

「ヘンリー・ソローにみる自然保護思想と現代」
（名古屋工業大学建築・デザイン工学科 教授　藤岡伸
子氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

７月22日 木 10:00

エコクラフト ～布ぞうり＆リサイクル～ 古布／古糸を
編む・織る・染める ～もったいないを家庭から～（第４
回）

「元の形を活用したリフォーム＆古糸・古布の裂き編み
など、自分にできる３Rと手直し」裁縫道具一式・カギ・
棒針など持参。
※７月15日(木)と７月22日(木)の回は同一内容で2会場
で開催されます。お好きな会場をお選びください。

手あみ生涯学習グループ／つなが
れっとNAGOYA／名古屋市リサイク
ル推進センター

NGO
／地
公体

つながれっとＮＡＧＯＹ
Ａまつり会場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000081
07&caldate=2010-6-20

７月20日 火 13:30

環境経済セミナー「生物多様性と企業活動との関わり」

●基調講演「生物多様性と企業活動との関わり」
（名古屋大学エコトピア科学研究所　教授　林希一郎
氏）  ●事例報告：「愛知・岐阜・三重３県の民間事業者
による生物多様性取組事例調査の結果について」 （環
境省中部地方環境事務所　自然保護官　桝厚生）

環境省（総合環境政策局環境計画
課・中部地方環境事務所）／名古屋
商工会議所

国／
企業

名古屋商工会議所５
階　会議室（名古屋市
中区栄２-10-19）

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_2010/0615b.ht
ml

７月19日
月

（祝）
８:30

Ｏｃｅａｎ　Meeting　in　Tahara
・講師：CBD事務局海洋担当　Dr.Jihyun Lee氏
・ファシリテーター：九州大学大学院工学研究院環境部
都市部門（環境流体力学研）準教授　清野聡子氏
・コメンテーター：ＩＵＣＮ日本委員会会長/筑波大学準
教授/日本自然保護協会理事　吉田正人氏
・ナビゲート：ＮＰＯ法人表浜ネットワーク　田中雄二氏

ＮＰＯ法人表浜ネットワーク/ ＣＢＤ
市民ネットワーク（沿岸・海洋生物多
様性保全にかかわる作業部会）

NGO

・エクスカーション：表
浜海岸、赤羽漁港ほ
か、
・田原市文化会館多
目的ホール

中部地方環境事務所後援

http://marine.cbdnet.jp/en/component/j
events/icalrepeat.detail/2010/07/19/11
/-
/NmY5N2RhZDMxMjU2OTZhOGMzNDlm
MGM2ZTQxZjZkNDk=.html

７月18日 日 13:30

野生ニホンリスの保護活動をする中での環境教育の
実施（第４回）

「ニホンリス・ムササビのための巣箱設置（緑の回廊と
しての森林公園ゴルフ場）」
すでに作成した巣箱40個を順番に森林公園ゴルフ場
の木に設置（10～20個）して、東谷山からの生息地の
拡大・緑の回廊展開を実施する。

守山リス研究会 NGO 森林公園ゴルフ場 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
82&caldate=2010-4-30

７月18日 日 10:00

かかし君が安心して暮らせる所はどんなところだろう？
マイお米を作ろう 前期（第３回）
「田んぼの水は、どこからくるのでしょうか？」
愛知池まで行き、愛知用水について学びます。
（なごや食育応援隊　いしいゆみ氏 ほか）

いしいゆみの親子で食育楽しみ隊 NGO 空き田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
17&caldate=2010-5-31



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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 日 10:00

どうぶつヒミツ発見隊!!（第３回）
「メダカのいろいろ ～日本のメダカはどれでしょう？～」
日本で一番親しまれている魚、メダカ。実はたくさんの
種類がいることを知っていますか？※入園料別途
（講師：小山菜穂氏／多川充佳子氏／舟橋まなみ氏）

なごや動物園研究会「ZOOといっ
しょ」

NGO 東山動植物園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
12&caldate=2010-5-31

７月18日 日 10:00

チュウヒサミット2010

・秋田県でのチュウヒの暮らし～映像＆トーク
・英国に学ぶチュウヒの保護～英国人専門家による講
演
・チュウヒの生態について紹介
・国内各地からチュウヒの調査結果を報告
・パネルディスカッション～国内のチュウヒを保護する
には
※当日は、チュウヒ写真展とポスタートークも行ってい
ます。

財団法人　日本野鳥の会／日本野
鳥の会三重県支部／日本野鳥の会
愛知県支部／名古屋鳥類調査会

公益
法人
等／
NGO
／学

名古屋国際会議場
234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=424
3

７月17日～
10月31日

土～日

特別展「帰ってきたごんぎつね」～知多の自然と南吉
文学～

新美南吉作品と知多半島の自然との関わりについて、
南吉の日記や作品原稿などの文学資料、村絵図や地
誌などの歴史民俗資料、剥製などの生物資料を、実物
や写真パネルなどを通して展示、紹介します。

半田市
地公
体

新美南吉記念館
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=453
7

７月17日～
９月５日

土～日

〈特別展〉心の森の仲間たち　水野政雄の世界

水野政雄氏は昭和13年(1938)に岐阜県郡上郡八幡町
に生まれました。本展では、ふるさと、郡上八幡の豊か
な自然にもとづいた草木や虫たちを表現した絵画、独
自の発想からの切り絵や切り紙、自然の枝葉の素材
から次々と生まれる「木ぼっくり」などから、水野氏の心
に広がる“心の森”を紹介します。また、最近一番凝っ
ているという紙コップを使った作品も見逃せません！

名都美術館／中日新聞社 企業
名都美術館（愛知県
愛知郡長久手町杁ヶ
池301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/event/partner/detail.php?id=454
7

７月17日～
８月31日

土～火

光るどろだんご夏休み大教室　～小さな地球をつくろう
～

テーマは「小さな地球を作ろう」。
ＮＡＳＡやＪＡＸＡから届いた地球の写真を参考に、どろ
だんごで小さな地球を作ります。
地球の表層にある「土」ができるのは100年に1cm。「光
るどろだんご」も、その大切な土を使って制作していま
す。
偉大な地球の土、自然に感謝を込めて、土と遊び、学
びます。

株式会社INAX　文化推進部　ミュー
ジアム活動推進部
INAXライブミュージアム

企業

INAXライブミュージア
ム「土・どろんこ館」企
画展示室（愛知県常
滑市奥栄町1-130）

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=461
5

７月17日～
18日

土-日 生命流域シンポジウムｉｎ王滝村
CBD市民ネット生命流域作業部会
／中部地方環境事務所

NGO
／国

名古屋市民御岳休暇
村
（長野県木曽郡王滝
村）

７月17日 土 15:00

名古屋開府400年記念事業
名古屋市文化振興事業団 presents
「水のいのちのコンサート」～愛知県合唱連盟と名フィ
ルが織りなす“いのち”のメロディー～

【第1部：モルダウ川の流れ】
スメタナ/連作交響詩「わが祖国」より「モルダウ」
モーツァルト/交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」
【第2部：水のいのち】
ヨハン・シュトラウスⅡ世/ワルツ「美しく青きドナウ」作
品314
《髙田三郎没後10周年記念》
髙田三郎〔今井邦男編曲〕混声合唱組曲「水のいのち」
ボブ佐久間/「煌めきの未来へ」

（財）名古屋市文化振興事業団／名
古屋市（予定）

公益
法人
等／
地公
体

中京大学文化市民会
館 オーロラホール

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.bunka758.or.jp/03jigyo/03jig
yo_butai01_400.html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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17日 土 13:30

自然科学書フェア2010
講演会

●「愛知名古屋COP10について」（名古屋市立大学准
教授　香坂玲　氏）
●「生物とかおりの神秘」（筑波大学名誉教授　　澁谷
達明　氏）

社団法人　自然科学書協会
公益
法人
等

名古屋商工会議所
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/event/partner/detail.php?id=457
9

7月17日 土 13:00

「動物園で学ぶ！生き物の星　地球・環境セミナー」

第１部　生き物の星・環境セミナー〈環境白書を読む
会〉
　最新の環境白書からを作成した担当者が、今最も
知って欲しい環境データをプレゼンします。
第２部　飼育員が教えちゃいます！生き物フィールドレ
クチャー
第３部　ワークショップ＆ディスカッション
　みんなが感じたこと・アクションにつなげようと思った
ことを、参加者同士が共有し、行動につなげます。

名古屋市〈東山動植物園〉／環境省
中部地方環境事務所

地公
体／
国

東山動物園　動物会
館レクチャーホール
（愛知県名古屋市千
種区東山元町3-70）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://chubu.env.go.jp/pre_2010/0611a.h
tml

７月17日 土 12:30

生物多様性シンポジウム　～2010オイスカデー～
富士山と生物多様性の恵み

・オイスカデー記念式典
・生物多様性シンポジウム
・野口健氏講演会
・懇親会

財団法人オイスカ愛知県支部
公益
法人
等

豊田市コンサートホー
ル

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://oisca-chubu.org/

７月17日 土 10:00

表浜・三河湾・南愛知の生物多様性を学ぶつどい

＜ふれあい海岸美化活動＞
（1）：豊川河口部・前芝海岸
環境学習（干潟の観察など）、漂着ゴミ拾い、潮干狩り
など （2）：前芝地区市民館
「表浜・三河湾・南愛知の生物多様性を学ぶ」パネル展
など

豊川流域圏を学ぶグループ NGO
豊川河口部・前芝海
岸

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=446
3

7月17日 土 ９:30

デンソーECOレンジャー21　里山の自然コース

■里山の自然コース「生きものいっぱいビオトープ」
ビオトープにすむ生きものとその周辺の環境の関わり
から自然の力を知り、環境の大切さを考えます。
【参加対象】小学校4～6年生
【定員】40名（4班にわかれて(10名／班)で活動します）
講師によるわかりやすい説明と、楽しいリーダー・サブ
リーダーが皆さんの活動をサポートします。

株式会社デンソー 企業
デンソー大安製作所
（三重県いなべ市）

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=431
3

７月16日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第14回）

「ヘンリー・ソローにみる自然保護思想と現代」
（名古屋工業大学建築・デザイン工学科 教授　藤岡伸
子氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

７月16日～
18日

金～日 13:30

第43回 全国ホタル研究会 志賀高原大会

1日目：16日
現地視察、講演会、ホタル観察会
2日目：17日
開会式、特別講演、発表会、研究会総会、交流懇親会
3日目：18日
半日観光、一日観光

全国ホタル研究会（主管：志賀高原
大会実行委員会）

長野県下高井郡山ノ
内町志賀高原（総合
会館98、石の湯一帯）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.geocities.jp/zenhoken/

７月15日 木 13:30

企業・施設の現場からヒントを得る“環境保全” ～きっ
と見つかる！私たちにできること～（第５回）
【現地学習】「コカ・コーラセントラルジャパン東海北工
場 コーヒーかすも立派な資源」（コカ・コーラセントラル
ジャパン東海北工場 設備管理チームリーダー　兵藤
彰一氏）

南生涯学習センター
地公
体

コカ・コーラセントラル
ジャパン 東海北工場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
65&caldate=2010-6-1



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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15日 木 10:00

エコクラフト ～布ぞうり＆リサイクル～ 古布／古糸を
編む・織る・染める ～もったいないを家庭から～（第４
回）

「元の形を活用したリフォーム＆古糸・古布の裂き編み
など、自分にできる３Rと手直し」裁縫道具一式・カギ・
棒針など持参。
※７月15日(木)と７月22日(木)の回は同一内容で2会場
で開催されます。お好きな会場をお選びください。

手あみ生涯学習グループ／つなが
れっとNAGOYA／名古屋市リサイク
ル推進センター

NGO
／地
公体

名古屋市リサイクル推
進センター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000081
07&caldate=2010-6-20

７月13日～
19日

火～月

第２回　環境に愛を！展

2年に1度のアート展覧会のプランニング・プロデュー
ス。
ＣＯＰ10を少しでも応援するためにアート展覧会を開催
します。

B-LIFE ART PROMOTION 企業
愛知芸術文化セン
ター　地下２階　アート
スペース　Ｘ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=416
7

７月13日 火 ９:30

つなぐ命の輝き
～脅かされる動物の生態に迫る～（第５回）
【公開講座】「ゴリラ絶滅の危機と自然環境」海外の森
が抱える問題を考える（日本モンキーセンター 所長
西田利貞氏）

東生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
41&caldate=2010-6-1

７月12日～
８月15日

月～日

自然科学書フェア2010

書店の丸善名古屋栄店のご協力のもと，当協会会員
社有志がCOP10に関連した学術専門書の展示・販売
を実施します。

社団法人　自然科学書協会
公益
法人
等

丸善名古屋栄店　３階
専門書売場の特設会
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=457
9

７月11日～
12月４日

日～土

あいち海上の森大学

○コース
・森林再生コース(定員15名、15日間)
・国際交流コース(定員5名、6日間)
・企業活動コース(定員15名、15日間)
　※今年度は、生物多様性に関する講座を盛り込みま
す。

○募集
6月募集開始、履歴書・レポートの提出

あいち海上の森センター
地公
体

あいち海上の森セン
ター研修室　他

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.mu-
academy.jp/daigaku/nyugaku-annai.aspx

７月11日 日 10:00

春夏秋冬 有機菜園カフェ（第２回）

「夏野菜の収穫、秋野菜の準備」対象作物：ネギ、ジャ
ガイモ、サトイモ、エダマメなど（有機農家　絹川努氏）

和LOHASの会 NGO
虹の古民家・瀧玉の
郷（弥富市竹田）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
41&caldate=2010-4-30

７月11日 日 10:00

ＣＯＰ10／ＭＯＰ５の100日前記念イベント
フォーラム「開催地からのメッセージ～あいち名古屋宣
言に向けて」

○開会挨拶（ＣＢＤ市民ネット共同代表　高山進氏／環
境省中部地方環境事務所／ＣＯＰ１０支援実行委員
会）
○セッション「―南北ＮＧＯの連帯と対話―ＣＯＰ１０を
超えて」
コーディネーター：ＣＢＤ市民ネット名古屋事務局　駒宮
博男氏、セッション参加者：ＣＢＤ市民ネットＭＯＰ５作
業部会　河田昌東氏／ＮＰＯ法人ソムニード　竹内ゆ
み子氏／市民外交センター　上村英明氏／ＣＢＤ市民
ネット沿岸・海洋生物多様性にかかわる作業部会　倉
澤七生氏）
○講演１ ＣＢＤ市民ネット共同代表　高山進氏
○講演２ 住友信託銀行ＣＳＲ担当部長　金井司氏
○講演３　環境省中部地方環境事務所　田村省二
○記念講演　国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）上席科学顧
問　ジェフリー・マクニーリー氏、SBSTTA報告及び講
師紹介　ＣＢＤ市民ネット東京事務局　道家哲平氏
○セッション「開催地宣言を考える」コーディネーター：
ＣＢＤ市民ネットジェンダーマイノリティー作業部会　羽
後静子氏
○「開催地宣言に向けて」ＣＢＤ市民ネット名古屋事務
局　駒宮博男氏
○閉会挨拶　武者小路公秀氏
【備考】：「想いでつなごう！COP10おりがみプロジェク
ト」（IUCN日本委員会主催、国際生物多様性年
「地球生きもの委員会」公式プロジェクト）によるミニ
ワークショップならびに展示を開催予定です。

ＣＢＤ市民ネットワーク NGO
名古屋国際会議場
国際会議室234会議
室

中部地方環境事務所共催
http://www.cbdnet.jp/ja/component/jev
ents/icalrepeat.detail/2010/07/11/202/
1%7C29/ODVhMDlmNWIzNGFiYWUyYjE0
MzM3YTYzYzZkYjYwODA=/
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７月11日 日 ９:30

あいちの自然観察会（第５回）

「干潟の生き物を探そう」
（あいち自然観察会 会員）

愛知県自然観察指導員連絡協議会
（あいち自然観察会）

伊勢湾　知多奥田海
岸 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
00&caldate=2010-4-16

７月11日 日 ９:00
名古屋港水族館　海辺の生物観察会
「見てみよう！河口の泥地　～干潟の生き物たち～」

財団法人名古屋みなと振興財団
（名古屋港水族館）

公益
法人
等

藤前干潟
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.nagoyaaqua.jp/aqua/part/bo
sy/kans/index.html

７月10～
11日

土-日 10:00

「ガタレンジャー養成講座2010」（第２回）

【講座内容（例）】
〈フィールド実習〉
干潟の生物観察実習／野外ガイド実習／バードウォッ
チング実習等
〈室内講義・ワークショップ〉
・藤前干潟保全の経緯とこれからの課題（講義）
・プログラムづくりワークショップ等
〈その他〉
・１日目の夕食つき。スライドショーや交流タイムもあり
ます。

NPO法人 藤前干潟を守る会 NGO
藤前干潟周辺（名古
屋市港区藤前）

http://fujimae.org/modules/news/article
.php?storyid=155

７月10日 土 13:30

地球環境学2010（第５回）

　「地球温暖化問題を学ぶ ～素朴な疑問、難問、解決
します～」さまざまな情報があふれる地球温暖化問
題。今、科学的にわかっていることは？ そもそも地球
は温暖化しているのか？ など、疑問を解決する講座で
す。
（気候変動に関する政府間パネル(IPCC) ビューロー委
員　平石尹人氏）

なごや環境大学実行委員会
伏見ライフプラザ12F
第1研修室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
07&caldate=2010-5-1

７月10日 土 13:00

「みんなの環境フォーラムinとやま」

●「地球の環境を知ろう！〈環境白書を読む会〉」
最新の環境白書からを作成した担当者が、今最も知っ
て欲しい環境データをプレゼンします。
●「フィールドレクチャー」3つのコースに分かれて、自
分たちと環境との関わりを体験します。
　Aコース：動物たちと生物多様性を学ぼう
　Bコース：里山の恵みを体験しよう
　Cコース：いろいろな環境活動を知ろう
●「ワークショップ」　みんなが感じたこと・アクションに
つなげようと思ったことを、参加者同士が共有し、行動
につなげます。

環境省中部地方環境事務所／富山
県／富山市〈富山市ファミリーパー
ク〉／アースディとやま実行委員会

国／
地公
体／
NGO

富山市ファミリーパー
ク　自然体験センター
（富山県富山市古沢
254）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://chubu.env.go.jp/pre_2010/0615a.h
tml

７月10日 土 10:00

レッツ農！講座 田んぼの生きもの調査（第３回）

「田んぼの生きもの調査２」田植え後40日くらい、稲が
茂ってきます。田んぼの中は？ 調査法も学びます。
（生きもの係り 代表、大宮国際動物専門学校 講師　林
鷹央氏）

日進野菜塾 NGO 田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
21&caldate=2010-4-30

７月10日 土 ９:45

６人の生態学者による毎月一回の講演と観察会（第４
回）
「生物多様性のﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ日本の森の獣たち」（森林総
研　大井徹氏）

社団法人日本山岳会東海支部／社
団法人国土緑化推進機構

公益
法人
等

講演会：愛知県産業
労働センター（ウィンク
あいち）
観察会：猿投の森（瀬
戸市上山路町）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jac-tokai.jp/index.html

７月10日 土 ９:00

自然たんけんバス

四日市周辺の自然、天然記念物となっている湿地や
東海地方にしかないシデコブシの自生地などを回り、
生物多様性の重要性を学びます。植物・鳥・昆虫の専
門家から、それぞれの場所での多様性や現在問題と
なっていることなどのお話も聞きます。

四日市市環境学習センター
地公
体

四日市中央緑地／三
重県民の森／田光シ
デコブシ自生地／御
池沼沢

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://ecoppa.sblo.jp/article/38822802.h
tml

７月10日 土

グリーンカレッジ「緑のあるくらしと生物多様性」（第６
回）
「多彩な植物のはたらき、その量が環境と生物多様性
を育む」
（名古屋市立大学 名誉教授　谷本英一 氏）

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=420
4
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７月10日 土
森への招待状（第３回）

「自然観察会」

中部電力株式会社環境・立地本部
環境部環境経営グループ

企業

中部電力のエネル
ギー関連施設および
水源涵養林（内ケ谷山
林）　他
※全日程の集合・解
散場所は、JR名古屋
駅前です。

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=414
3

７月９日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第13回）

「相生山緑地で生物多様性を考える」
（相生山緑地自然観察会　近藤記巳子氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

７月８日 木 13:30

企業・施設の現場からヒントを得る“環境保全” ～きっ
と見つかる！私たちにできること～（第４回）
【現地学習】「R＆Bボテル名古屋栄東 『環境実践ホテ
ル』として～使い捨てはブラシ常設廃止のワケ～」（ワ
シントンホテル(株) 総務人事部広報担当　布目浩氏）

南生涯学習センター
地公
体

ワシントンホテル(株)
R＆Bホテル名古屋栄
東

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
65&caldate=2010-6-1

７月８日 木 10:00

エコクラフト ～布ぞうり＆リサイクル～ 古布／古糸を
編む・織る・染める ～もったいないを家庭から～（第３
回）

「元の形を活用したリフォーム＆古糸・古布の裂き編み
など、自分にできる３Rと手直し」裁縫道具一式・カギ・
棒針など持参。
※７月１日(木)と７月８日(木)の回は同一内容で2会場
で開催されます。お好きな会場をお選びください。

手あみ生涯学習グループ／つなが
れっとNAGOYA／名古屋市リサイク
ル推進センター

NGO
／地
公体

つながれっとＮＡＧＯＹ
Ａまつり会場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000081
07&caldate=2010-6-20

７月８日 木
味わって知る　わたしたちの海（第３回）
｢桑名のハマグリ｣として有名な木曽三川河口の赤須賀
漁協を訪問します。

伊勢・三河湾流域ネットワーク／山
崎川グリーンマップ

NGO 赤須賀漁協
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=427
4

７月６日 火 ９:30

つなぐ命の輝き
～脅かされる動物の生態に迫る～（第４回）
現地学習「守山区東谷山 野生のリスが生息する森を
大捜索」野生動物が自然界の生命をつなぐ（守山リス
研究会　北山克己氏）

東生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
41&caldate=2010-6-1

７月４日 日 10:00

ざわざわ森の生物多様性検定（第３回）

現地学習「ざわざわ森を探検しよう！(2)」トンボ池に
入ってみよう＆Myぞうりづくりに挑戦！（自然観察指導
員　高松一史氏）

緑生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
51&caldate=2010-5-31

７月４日 日 ９:30

体験講座 ～田んぼ体験で自然と環境を考える～（第５
回）

「田んぼの伝統行事・虫送り（おんか祭り）をやろう」
七夕飾りを作り、田んぼ体験実習と自然環境について
振り返り、田んぼ座談会を行います。
（名東区里山マイスター／名東自然観察会 会員）

名東自然観察会 NGO 猪高緑地内の田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
77&caldate=2010-5-1

７月４日 日 ９:00 奥三河の滝めぐり 鳳来寺山自然科学博物館
地公
体

奥三河一帯
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=446
2

７月３日～
16日

土～金

映画「モダン・ライフ 」

「進歩が終わった世界を、人はどう生きるのか?」本当
の田舎や里山の暮らしを見つめようと、南フランスの村
で撮影されたドキュメンタリー。人間と自然の関係の豊
かさを収めたフィルムは、現代的な農業政策を模索す
る本国フランスで、ルイ・デリュック賞、カンヌ国際映画
祭、山形国際ドキュメンタリー映画祭などで受賞。

名古屋シネマテーク 企業 名古屋シネマテーク
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://cineaste.jp/
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７月３日 土 14:00

公開講座「環境と文化」

「北米大陸の多様な自然環境と先住民文化」
（愛知県立大学非常勤講師　天野圭子氏）
「南米大陸とアンデスの多様な自然環境と先住民文
化」
（愛知県立大学外国語学部教授　稲村哲也氏）

愛知県立大学　地域連携センター
＆多文化共生研究所

学
愛知県立大学学術文
化交流センター

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=448
8

７月３日 土 13:00

いきもののお話と映画のスペシャルイベント
映像詩「里山」特別上映会

●お　話「里山から人と自然を考える（仮題）」（龍谷大
学教授、里山学研究センター長　宮浦富保氏）
●パネルディスカッション「地球温暖化と里山－私たち
ができること（仮題）」（コーディネーター：愛知県地球温
暖化防止活動推進センター長　伊藤達雄氏、パネリス
ト：宮城県地球温暖化防止活動推進センター長　長谷
川公一氏／沖縄県地球温暖化防止活動推進センター
長田英己氏／龍谷大学教授、里山学研究センター　セ
ンター長　宮浦富保氏）

愛知県／名古屋市／地球温暖化防
止活動推進センター連絡会／愛知
県地球温暖化防止活動推進セン
ター（社団法人環境創造研究セン
ター）

地公
体

愛知芸術文化セン
ター12階アートスペー
スA

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.accca.net/images/20100703
.pdf

７月３日 土 14:00

生物多様性の保全と国際協力（第３回）
「フィリピンにおけるマングローブ植樹活動」

（IKAO－AKO代表／日本福祉大学福祉経営学部教授
後藤 順久氏）

名古屋国際センター／独立行政法
人国際協力機構中部国際センター
（JICA中部）

公益
法人
等

名古屋国際センター５
階　第１会議室

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jica.go.jp/chubu/event/index
.html#a0508-01

７月３日 土 13:30

環境フォーラム2010

（1）大垣市長あいさつ
（2）基調講演「ぼくらはみんな地球人」（水族館プロ
デューサー　中村元　氏）
（3）パネルディスカッション「地域の生物多様性につい
て」
コーディネーター：水環境もやい研究所代表　川合千
代子氏／パネラー (1)西之川ハリヨ保存会代表者 (2)
加賀野ハリヨ保存会代表者 (3)南市橋杭瀬川のホタル
を守る会代表者 (4)水族館プロデューサー　中村元
氏

岐阜県大垣市
地公
体

大垣市情報工房5階
スインクホール（大垣
市小野4丁目35－10）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000007354.h
tml

７月３日 土 13:30

地球環境学2010（第４回）

　「持続可能なエネルギー社会実現のために」地球温
暖化問題は、エネルギー（化石燃料）の問題でもありま
す。持続可能なエネルギー社会を実現するには、どう
したらよいのでしょうか？ 日本のエネルギー政策は？
エネルギーをテーマに学びます。
（NPO法人環境エネルギー政策研究所 代表　飯田哲
也氏）

なごや環境大学実行委員会
伏見ライフプラザ12F
第1研修室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
07&caldate=2010-5-1

７月３日 土 10:00

まるごとCOP天白 ～自然環境を肌で感じて～（第７回）

「身近な野鳥」～野鳥の生存は自然環境のバロメー
ター（平針探鳥会　古澤穎一氏）

天白生涯学習センター
地公
体

天白生涯学習セン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
56&caldate=2010-5-31

７月３日 土

グリーンカレッジ「緑のあるくらしと生物多様性」（第５
回）
「くらしの中の遺伝子組換え植物」
（名古屋市立大学大学院 教授　木藤新一郎 氏）

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=420
4

７月３日 土 10:00

COP10/MOP5まで100日　未来へつなごう　いのちを育
む食と農

第1部：映画「未来の食卓」上映
第2部：シンポジウム「生物多様性と遺伝子組み換え作
物を考える」
第3部：COP10/MOP5に期待すること～市民からのメッ
セージ～、MOP5への市民提言案発表

食と農から生物多様性を考える市
民ネットワーク

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://mop5.jp/2010/06/08/%E3%80%8C
cop10%EF%BC%8Fmop5%E3%81%BE%E3%8
1%A7100%E6%97%A5%E3%82%B7%E3%83%
B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3
%83%A0%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%9
4%E6%A1%88%E5%86%85/

７月３日 土 ９:00

おかざき田んぼの樂校（第４回）

「田んぼづくりを学ぶ」夏の太陽に照らされ、汗をかき
かき「哲学の草取り」。

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク NGO 岡崎市 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
47&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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３日 土 ８:00

自然体験学習（第１回）

「森林体験学習 ～自然観察会～」
自然観察やクラフトづくりなど森と触れ合う時間を過ご
すことで、森の偉大さを知ります。
（自然工房NENO　赤尾友和氏）

ＮＰＯ法人　水とみどりを愛する会 NGO 内ケ谷山林 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
37&caldate=2010-7-1

７月２日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第12回）

「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)と多様な
主体の役割」
（愛知県環境部環境政策課 主幹　酒井祥亘氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

７月１日 木 10:00

エコクラフト ～布ぞうり＆リサイクル～ 古布／古糸を
編む・織る・染める ～もったいないを家庭から～（第３
回）

「元の形を活用したリフォーム＆古糸・古布の裂き編み
など、自分にできる３Rと手直し」裁縫道具一式・カギ・
棒針など持参。
※７月１日(木)と７月８日(木)の回は同一内容で2会場
で開催されます。お好きな会場をお選びください。

手あみ生涯学習グループ／つなが
れっとNAGOYA／名古屋市リサイク
ル推進センター

NGO
／地
公体

名古屋市リサイクル推
進センター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000081
07&caldate=2010-6-20

６月29日 火 10:00

みずほ自然めぐり ～公園と庭園と神社と～（第５回）

現地学習「街の神社にある古木茂る森《津賀田神社》」
神社ってどんな木があるの？（インタープリター　松浦
礼子氏）

瑞穂生涯学習センター
地公
体

津賀田神社 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
46&caldate=2010-5-31

６月29日 火 10:00

つなぐ命の輝き
～脅かされる動物の生態に迫る～（第３回）
「サンゴ礁の海が命をつなぐ、ジュゴンの生態」海の生
物多様性危機の現場から（南山大学 教授　目崎茂和
氏）

東生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
41&caldate=2010-6-1

６月27日 日

生物多様性と薬草（自然の恵み）

だからからだゼミナール
漢方薬の特性、薬用部位がある事、生物多様性、減少
問題など、講義と実験を使って説明

社団法人　名古屋市薬剤師会
公益
法人
等

名古屋市科学館生命
館電子工作室

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=422
7

６月27日 日 14:00

「防災の森づくり 川づくり－『粗朶（そだ）』がむすぶ豊
かな里山とやさしい河川」第１回シンポジウム

【報告１】兵庫県佐用町の水害被災地復興　炭プロジェ
クト（被災地NGO恊働センター代表　村井雅清氏）
【報告２】森林の水土保全機能（岐阜大応用生物科学
部教授　木村正信氏）
【報告３】粗朶沈床工の歴史と実践（井納木材社長　井
納英昭氏）
司会＝レスキューストックヤード代表理事・栗田暢之氏

特定非営利活動法人レスキュース
トックヤード

NGO

ダイテックサカエ６階
ホール（名古屋市中区
錦3-22-20）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://rsy-
nagoya.com/rsy/blog/%E9%98%B2%E7%81
%BD%E3%81%AE%E6%A3%AE%E3%81%A5%
E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%81%E3%83%
A9%E3%82%B7.pdf

６月27日 日 13:00

あいちのいのちいただきます～いのちの恵みを体感！
「生物多様性クッキング」～

●パネルディスカッション
「私たちの暮らしと生物多様性 ～明日から実践！暮ら
しの生物多様性豆知識～」
パネリスト：キャラバンセミナー参加者／名古屋大学名
誉教授　横田 浩臣　氏／ブログミーツカンパニー代表
広田 奈津子　氏）　等
●講演　「いまを生きる～いのち響かせあって～」（「森
のイスキア」主宰　佐藤 初女　氏）
●体験型セミナー　「生物多様性クッキング」
講師　フードコーディネーター　田中 稔　氏

愛知県
地公
体

日進市民会館　日進
市折戸町笠寺山62－
3

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/

６月27日 日 10:30

あいちの自然観察会（第４回）

「寒狭川で自然体験をしよう」
（あいち自然観察会 会員）

愛知県自然観察指導員連絡協議会
（あいち自然観察会）

豊川　寒狭川鮎滝周
辺

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
00&caldate=2010-4-16



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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 日 10:00

藤前干潟の生物多様性
◆講義
1.干潟の歴史と、渡来する野鳥（藤前干潟ガタレン
ジャー太田氏）
2.干潟の中で暮らす生き物（藤前干潟ガタレンジャー丹
羽氏）
3.潮溜の生き物（藤前干潟ガタレンジャー　簗井氏）
◆昼食後に干潟、生物、周辺環境を堤防から見て頂き
ます。

市民地震学会 学
藤前活動センター（名
古屋市港区藤前2-
202）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.h7.dion.ne.jp/~it21/index.htm
l

６月27日 日 10:00

エコクラフト ～布ぞうり＆リサイクル～ 古布／古糸を
編む・織る・染める ～もったいないを家庭から～（第２
回）

「布ぞうり作りとリサイクル」Tシャツ２枚の布ぞうり作り
の仕上げ（活用したい古衣類を一点持参）／活用した
古衣類の再利用実践紹介（きもの→作務衣、古糸・裂
き布→ベスト など）

手あみ生涯学習グループ／つなが
れっとNAGOYA／名古屋市リサイク
ル推進センター

NGO
／地
公体

つながれっとＮＡＧＯＹ
Ａまつり会場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000081
07&caldate=2010-6-20

６月26日 土

グリーンカレッジ「緑のあるくらしと生物多様性」（第４
回）
「伝子からみた生物多様性」
（名古屋市立大学大学院 教授　森山昭彦 氏）

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=420
4

６月26日 土 14:00

公開講座「環境と文化」

「アフリカの多様な自然環境と文化」　（野外民族博物
館リトルワールド主任研究員、愛知県立大学非常勤講
師　亀井哲也氏）
「南アジアとヒマラヤの多様な自然環境と文化」（中部
大学研究員、愛知県立大学非常勤講師　・カナル・キ
ソル氏）

愛知県立大学　地域連携センター
＆多文化共生研究所

学
愛知県立大学学術文
化交流センター

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=448
8

６月26日 土 14:00

ビオカフェ（第４回）
ディベートを通して考えよう！「遺伝子組換え作物の是
非」

１．イントロダクション「予防原則とリスク管理とは？」
２．ディベート
（１）「遺伝子組み換え食品」に関するビデオ視聴
（２）参加者の皆さんに、賛成、反対に分かれていただ
いてディベート
３．対和会「遺伝子組換え作物の是非について考える」

ＣＢＤ市民ネットワーク生命流域部
会

NGO
ＣＯＭＢｉ本陣（旧名古
屋市立本陣小学校）
会議室

http://bioregion.jpn.org/act/20100626/i
ndex.html

６月26日 土 10:00

まるごとCOP天白 ～自然環境を肌で感じて～（第６回）

【公開講座】「生物多様性を守ることはなぜ難しいの
か？」（名城大学 准教授　谷口義則氏）

天白生涯学習センター
地公
体

天白生涯学習セン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
56&caldate=2010-5-31

６月26日 土 10:00

エコクラフト ～布ぞうり＆リサイクル～ 古布／古糸を
編む・織る・染める ～もったいないを家庭から～（第１
回）

「布ぞうり作りとリサイクル」「名古屋の熱い日々＆きも
のから学ぶ循環」Tシャツ２枚の布ぞうり作り（Tシャツ・
ハサミ持参）／活用した古衣類の再利用実践紹介（き
もの→作務衣、古糸・裂き布→ベスト など）

手あみ生涯学習グループ／つなが
れっとNAGOYA／名古屋市リサイク
ル推進センター

NGO
／地
公体

つながれっとＮＡＧＯＹ
Ａまつり会場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000081
07&caldate=2010-6-20

６月26日 土 10:00

平成22年度春季愛知学院大学公開講座「生物多様性
と環境」（第６回）
 「電池技術と環境・エネルギー問題」
（教養部准教授　山名　賢治氏）

愛知学院大学 学
愛知学院大学　日進
キャンパス

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.agu.ac.jp/learning/subject1.h
tml

６月26日 日 10:00
庄内川水系・水のつながり（第３回）
「中流域の自然」庄内川の中流・土岐川の自然を観察
します。（土岐川観察館 スタッフ）

NPO法人藤前干潟を守る会 NGO 土岐川観察館 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
25&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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25日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第11回）

「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)と多様な
主体の役割」
（名古屋市環境局環境都市推進部 主幹　河田誠一
氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

６月25日 金 14:00

生きものの多様性の保全と事業活動
～生物多様性セミナー（第４回）

・事例紹介
カゴメ、サントリー、ポッカ、あいや、イオン（いずれも候
補）
・パネルディスカッション

豊岡市／三井住友銀行
地公
体／
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/event/partner/detail.php?id=421
1

６月25日 金 ９:00

～自然と人間の共生　ホタルを守ろう～
ほたるサミットあぐい'10
阿久比町から「自然と命の大切さ」を
全国、そして全世界へ発信

・オープニング(東部小学校児童)
・開会行事
・ほたるフォーラム（6市町長：和歌山県紀の川市／岡
山県真庭市／福岡県北九州市／山口県下関市／滋
賀県米原市／愛知県阿久比町による意見交換)
・共同宣言発表
・記念講演会(俳優　石原良純氏)

阿久比町・ほたるサミットあぐい'10
実行委員会

阿久比町勤労福祉セ
ンター(エスペランス丸
山)

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.town.agui.lg.jp/kouhou-
H22/100601/topic_001.htm

６月25日 金 ９:00

環境カウンセラーと行く９　使って護る自然 ～木をめぐ
る物語～（第５回）
「木の利用 ～地元材を使った家～」見学講義：地元
材・国産材を使った住宅・施設など

環境カウンセラー　岡本明子 NGO なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
93&caldate=2010-4-30

６月24日 木 13:30

企業・施設の現場からヒントを得る“環境保全” ～きっ
と見つかる！私たちにできること～（第３回）
【現地学習】「福田三商株式会社 『紙源』を極め循環型
社会を目指す」（福田三商株式会社 社員）

南生涯学習センター
地公
体

福田三商(株) なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
65&caldate=2010-6-1

６月23日 水 14:00

外務省セミナー「学生と語る」公開講演会の部
～核軍縮・核不拡散問題、地球環境問題とＣＯＰ10 の
テーマを通して、あなたも外交の最前線を訪れて見ま
せんか？～

＜基調講演＞
「我が国の核軍縮・不拡散外交～ 2010 年NPT 運用検
討会議を終えて～」（外務省軍縮不拡散・科学部長　佐
野利男氏（大使））
＜特別講演＞
「地球環境とCOP10 の課題」（外務省国際協力局地球
環境課 課長補佐　市場裕昭氏）

外務省／「外務省セミナー『学生と
語る』」名古屋地区実行委員会（南
山大学、愛知県立大学、金城学院
大学、静岡県立大学、名古屋外国
語大学、名古屋市立大学、名古屋
大学）

国／
学

南山大学名古屋キャ
ンパスＢ１１教室

http://www.nanzan-
u.ac.jp/Menu/news/2010/pdf/100616_ga
imusho.pdf

６月23日 水 14:00

第八回環境学公開講演会

＜主旨＞
生物多様性を理解するために
―COP10の重要課題を語る―
●「生物多様性条約のABSに関する問題」（名古屋大
学大学院環境学研究科教授　渡辺幹彦氏）
●「企業ビジネスにおいて注意すべきことは何か」（名
古屋大学産官学連携推進本部連携推進部長教授　武
田穣氏）
●「環境学公開講演会8回シリーズ～生物多様性を理
解するために～を振り返って」（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
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 豊川市民プラザ
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://shinkin.env.nagoya-u.ac.jp/L8.pdf

６月23日 水 13:30

身近な環境について考える ～私たちができることは？
～（第５回）
【公開講座】「これから私たちができること」交通とまち
のかたちを考える（名古屋大学大学院環境学研究科
准教授　加藤博和氏）

千種生涯学習センター
地公
体

千種生涯学習セン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
36&caldate=2010-5-1
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６月22日 火

「ROOS（ローズ）倶楽部」竹を通して学ぶ「生物多様
性」～解語玄（かいごげん）先生の竹講座（第２回）

「海上の森で竹やぶ探検ウオーキング」
　海上の森をウオーキング。竹林では見て、触れて、楽
しみながら、生物多様性を学び、絶滅危惧植物の保
護・保全や地域の環境について考えます。（野外120
分）

※対象はROOS倶楽部会員および同伴者

株式会社中日メディアブレーン 企業 瀬戸市・海上の森
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/event/partner/detail.php?id=410
9

６月22日 火 10:00

つなぐ命の輝き
 ～脅かされる動物の生態に迫る～（第２回）
「ミツバチ減少の謎を探る」ミツバチが支える農業と生
態系（名古屋大学 准教授　門脇辰彦氏）

東生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
41&caldate=2010-6-1

６月22日 火 10:00

みずほ自然めぐり ～公園と庭園と神社と～（第４回）

現地学習「大正時代に造られた庭園《東山荘》」身近に
ある薬草を探してみよう（インタープリター　松浦礼子
氏）

瑞穂生涯学習センター
地公
体

東山荘 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
46&caldate=2010-5-31

６月20日 日 10:00
子ども樹木博士（第２回）
「子ども樹木博士になりませんか」自然観察と認定試
験、レクリエーション（鵜飼洋子氏／長谷川泰洋氏）

エコミュージアムあいち・もりづくり会
議

城山八幡宮 なごや環境大学共育講座
http://moridukuri-
kaigi.com/wordpress/wp-
content/uploads/2010/04/chirashi.jpg

６月20日 日 10:00

かかし君が安心して暮らせる所はどんなところだろう？
マイお米を作ろう 前期（第２回）
「田植えをしてみよう！」
田植えをします。二株植えで植えてみましょう。
（なごや食育応援隊　いしいゆみ氏 ほか）

いしいゆみの親子で食育楽しみ隊 NGO 空き田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
17&caldate=2010-5-31

６月20日 日 10:00

どうぶつヒミツ発見隊!!（第２回）
「は虫類のいろいろ ～ヘビの口ってどうなってるの？
～」普段あまりピックアップされないは虫類…スゴいん
です。ほ乳類と違った魅力を見つけます。※入園料別
途
（講師：小山菜穂氏／多川充佳子氏／舟橋まなみ氏）

なごや動物園研究会「ZOOといっ
しょ」

NGO 東山動植物園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
12&caldate=2010-5-31

６月20日 日 ９:30

体験講座 ～田んぼ体験で自然と環境を考える～（第４
回）

「田んぼあぜ道の草刈り体験と自然観察」
田んぼのあぜに生える雑草の刈り取り作業と、あぜの
生き物を探し観察します。
（名東区里山マイスター／名東自然観察会 会員）

名東自然観察会 NGO 猪高緑地内の田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
77&caldate=2010-5-1

６月19日～
30日

土～水 中部クリエーターズクラブ　ポスター展2010　COP10 中部クリエーターズクラブ NGO
 セントラルパーク・セ
ントラルギャラリー

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.ccc1973.com/index.php?item
id=187

６月19日 土

グリーンカレッジ「緑のあるくらしと生物多様性」（第３
回）
「庭づくりと生物多様性」
（庭園デザイナー　糟谷 護 氏）

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=420
4

６月19日 土 14:00

公開講座「環境と文化」

「人類の進化と日本人の多様性」(椙山女学園大学教
授、愛知県立大学非常勤講師 渡邊毅氏）
「自然環境と古代文明：メキシコを中心に」（愛知県立
大学大学院特任教授　杉山三郎氏）

愛知県立大学　地域連携センター
＆多文化共生研究所

学
愛知県立大学学術文
化交流センター

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=448
8
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６月19日 土 10:00

楽しく知ろう！身近な環境
～環境調査センターの一般公開を行います～
（1）生物多様性を知ろう!
（2）身近な環境を知ろう！

愛知県
地公
体

愛知県環境調査セン
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=441
0

６月19日 土 10:00

平成22年度春季愛知学院大学公開講座「生物多様性
と環境」（第５回）
 「都会の中の自然－野生生物との共生をめざす－」
（歯学部講師　高田　靖司氏）

愛知学院大学 学
愛知学院大学　日進
キャンパス

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.agu.ac.jp/learning/subject1.h
tml

６月19日 土 10:00

まるごとCOP天白 ～自然環境を肌で感じて～（第５回）

現地学習「天白川の自然観察とウォークラリー」（天白・
川辺の楽校　村瀬劯氏）

天白生涯学習センター
地公
体

天白川河川敷 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
56&caldate=2010-5-31

６月19日 土 10:00

～自然とつながり、自然に生きる～
ハーブクラフト作りから地球環境を考えよう（第３回）

「手作り入浴剤・ミニバスボム」発刊を促す・香りを楽し
む。ミニバスボムは水中でシュワシュワ楽しいバスタイ
ムになります。（清水登美氏）

Time is ART 中部／環境意識コミュ
ニケーションプロジェクト

ナディアパーク 青少
年文化センター 研修
室・ビデオルーム

なごや環境大学共育講座
http://ameblo.jp/cosmicdiary/entry-
10517494918.html

６月19日 土 10:00

春日井築水の森の自然に学ぶ（第２回）

「東海地方特有の湿地とそこにすむ生きものをみてみ
よう」東海地方特有の湿地の成り立ちと、湿地に依存し
て生活している多様な植物や昆虫類を観察してみま
しょう。（かすがい東部丘陵自然観察会 副会長　樋口
裕子氏）

かすがい東部丘陵自然観察会
春日井市少年自然の
家および周辺の森

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
30&caldate=2010-4-30

６月19日 土 10:00

レッツ農！講座 田んぼの生きもの調査（第２回）

「田んぼの生き物調査１」田植え後20日くらい、田んぼ
は生き物でにぎわいます。調査法も学びます。
（日進野菜塾、自然観察指導員　吉武賢慧氏／日進野
菜塾　熊谷正道氏）

日進野菜塾 NGO 田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
21&caldate=2010-4-30

６月19日 土 ９：30

野生ニホンリスの保護活動をする中での環境教育の
実施（第３回）

「野生のニホンリスの捕獲による生息調査、森の土壌
生物調査とセミナー」
午前中リスの捕獲計測や各種計測活動、テレメ調査を
通して、リスの行動を知り、自活環境と緑の回廊を考え
る。午後にツルグレン装置で森の土壌生物を調査し顕
微鏡で観察、セミナーではカンブリア紀の生物がなぜ
多様化したかを、今日を理解するために学ぶ。

守山リス研究会 NGO 東谷山／尾張戸神社 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
82&caldate=2010-4-30

６月18日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第10回）

「里山の生物多様性を考える」
（名城大学農学部 教授　山岸健三氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

６月16日 水 13:30

身近な環境について考える
 ～私たちができることは？～（第４回）
現地学習「新しくなった『くらしの森』」東山の森で生物
多様性を考える（なごや東山の森づくりの会 会員）

千種生涯学習センター
地公
体

東山の森 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
36&caldate=2010-5-1

６月15日 火 10:00

みずほ自然めぐり ～公園と庭園と神社と～（第３回）

現地学習「スポーツ施設のある公園の森《瑞穂公園》」
歩きながら楽しむ樹木観察（インタープリター　松浦礼
子氏）

瑞穂生涯学習センター
地公
体

瑞穂公園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
46&caldate=2010-5-31
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６月13日 日 ９:30
農地に水を運ぶしくみ・水路や田んぼの生きものを知
ろう

文部科学省科学技術振興調整費
「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
櫛田川統合頭首工
他

http://www.errp.jp/documents/H22genc
hi.pdf

６月13日 日 ９:00

千年の森をたずねよう！

伊勢神宮式年遷宮材のふるさと、樹齢千年のヒノキが
生育する「木曽ヒノキ備林」へ出かけます。

中津川市 豊かな海づくり実行委員
会

中津川市付知町／加
子母裏木曽国有林

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
63&caldate=2010-6-30

６月12日～
13日

土～日

第３０回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会～

【式　典　行　事】：岐阜県関市
【放流・歓迎行事】：岐阜県関市
【ふれあい交流行事】：岐阜県岐阜市・関市
【歓迎レセプション】：岐阜県岐阜市
【サテライト会場】：県内全市町村
（ただし、岐阜市・関市を除く）

豊かな海づくり大会推進委員会（事
務局：全国漁業協同組合連合会）
第３０回全国豊かな海づくり大会岐
阜県実行委員会

岐阜県関市／岐阜市
／県内全市町村

中部地方環境事務所ブース出
展／
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/u
misite/

６月12日～
13日

土～日 13:00

シンポジウム「生物多様性と日本の湿地」

＜6月12日（土）13：00～＞
講演予定：生物多様性条約市民ネットワーク共同代表
高山進氏/ 国連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

日本各地からの報告：三番瀬、和白干潟、藤前干潟、
中池見など
＜6月13日（日）8：50～＞
エクスカーション～藤前干潟を歩く～

日本湿地ネットワーク（JAWAN） NGO
名古屋市「稲永ビジ
ターセンター」

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/event/partner/detail.php?id=423
5

６月12日、
13日

土、日 10:00 中部電力　環境月間イベント2010　in　オアシス２１
中部電力株式会社　環境・立地本部
環境部　環境経営グループ

企業
オアシス２１「銀河の
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/event/partner/detail.php?id=422
0

６月12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
「天然記念物イタセンパラの保護の現場から」（第６回）

淡水魚イタセンパラをはじめとする氷見市内の自然保
護活動にたずさわっておられる、氷見市教育委員会学
芸員の西尾正輝先生をお招きして、イタセンパラの生
息地の現状や、地域の小学生たちを巻き込んだユニー
クな保護活動などについてわかりやすく解説していた
だきます。

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

http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/

６月12日 土 13:30

地球環境学2010（第３回）

　「失われる森林を守るために ～世界の森林と国際政
治・経済～」世界の森林問題を学びます。地球上の森
林が減少、劣化している中で、どのような取り組みが行
われているのでしょうか？ 気候の変動にも生物多様
性にも影響を及ぼす重要なテーマです。
（名古屋市立大学大学院 経済学研究科 准教授　香坂
玲氏）

なごや環境大学実行委員会
伏見ライフプラザ12F
第1研修室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
07&caldate=2010-5-1

６月12日 土 ９:45
６人の生態学者による毎月一回の講演と観察会（第３
回）
「森の土の不思議な世界」（森林総研　溝口岳男氏）

(社)日本山岳会東海支部／(社)国
土緑化推進機構

公益
法人
等

講演会：愛知県産業
労働センター（ウィンク
あいち）
観察会：猿投の森（瀬
戸市上山路町）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jac-tokai.jp/index.html

６月12日 土 10:00

平成22年度春季愛知学院大学公開講座「生物多様性
と環境」（第４回）
 「こわい？こわくない？遺伝子組換え食品」
（心身科学部講師　上野　有紀氏）

愛知学院大学 学
愛知学院大学　日進
キャンパス

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.agu.ac.jp/learning/subject1.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22年（2010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12日 土

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）～

講座内容（現地集合）
・ほたるの生態等のお話（講師：ほたるの里の会）
・ほたるの観賞

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
瀬戸市川平町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/event/partner/detail.php?id=423
3

６月11日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第９回）

「里山の生物多様性を考える」
（名城大学農学部 教授　山岸健三氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

６月11日 金 14:00

生きものの多様性の保全と事業活動
～生物多様性セミナー（第３回）

・事例紹介
ユニー、東海コープ事業連合、矢作川漁協、伊藤園
（いずれも候補）
・パネルディスカッション

豊岡市／三井住友銀行
地公
体／
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/event/partner/detail.php?id=421
1

６月11日 金 10:00

自然探訪 ～街ん中の森・緑・水～（第５回）
【現地学習】
「鍋屋上野浄水場、水道みち」街ん中の日本一おいし
い水 （金城学院大学 非常勤講師　大沼淳一氏）

港生涯学習センター
地公
体

鍋屋上野浄水場
／水道みち

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
60&caldate=2010-5-1

６月10日 木 13:30

企業・施設の現場からヒントを得る“環境保全” ～きっ
と見つかる！私たちにできること～（第２回）
【現地学習】「星崎工場 工場用水でホタルの育成」生
産ラインとホタル園の見学（大同特殊鋼株式会社社
員）

南生涯学習センター
地公
体

大同特殊鋼株式会社
星崎工場

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
65&caldate=2010-6-1

６月９日 水 ８:00

環境カウンセラーと行く9　使って護る自然 ～木をめぐ
る物語～（第４回）
「木の利用～紙と木質ペレット」
見学：王子製紙春日井工場（王子製紙 社員）／
見学：木質ペレット工場・ペレットボイラー・木の循環
（豊根村役場 職員）

環境カウンセラー　岡本明子 NGO
王子製紙／豊根木サ
イクルセンター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
93&caldate=2010-4-30

６月８日 火 10:30 味わって知る　わたしたちの海（第２回）
伊勢・三河湾流域ネットワーク／山
崎川グリーンマップ

NGO
昭和生涯学習セン
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=427
4

６月８日 火 10:00

つなぐ命の輝き
～脅かされる動物の生態に迫る～（第１回）
【公開講座】「野生動物と自然環境」野生動物保全の実
態に迫る。（岐阜大学教授　土井守氏）

東生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
41&caldate=2010-6-1

６月６日 日 10:00

ざわざわ森の生物多様性検定（第２回）

現地学習「ざわざわ森を探検しよう！(1)」野草や畑で
植物観察＆茶摘み・茶づくりと若葉の天ぷらに挑戦！
（自然観察指導員　高松一史氏）

緑生涯学習センター
地公
体

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
51&caldate=2010-5-31

６月６日 日 10:00

「生物多様性への招待」～海部地域の生物から地球の
生命を考える～（第１回）

（午前）
はじめまして！どんないきもの？こ～んないきもの？!
（午後）
野鳥観察「きほんの鳥をおぼえる」、 工作教室「竹づつ
万華鏡づくり」

愛知県尾張県民事務所海部県民セ
ンター

地公
体

午前：海南こどもの国
午後愛知県弥富野鳥
園



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010年）度＞
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６月６日 日 ９:30

体験講座 ～田んぼ体験で自然と環境を考える～（第３
回）

「田んぼ内の自然観察と草取り体験」
実際に田んぼに入って、田んぼ内の雑草取りを行い、
田んぼ内の生き物を観察します。
（名東区里山マイスター／名東自然観察会 会員）

名東自然観察会 NGO 猪高緑地内の田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
77&caldate=2010-5-1

６月６日 日
第51回名大祭　シンポジウム企画
「名大生によるシンポジウム～名大生、こんなこと考え
てますっ！～」

名大祭本部実行委員会 学
名古屋大学 東山キャ
ンパス IB電子情報館
大講義室

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=425
0

６月５日～
６日

土～日

森への招待状（第２回）

「エネルギーと自然体験学習」

中部電力株式会社環境・立地本部
環境部環境経営グループ

企業

中部電力のエネル
ギー関連施設および
水源涵養林（内ケ谷山
林）　他
※全日程の集合・解
散場所は、JR名古屋
駅前です。

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=414
3

６月５日 土

グリーンカレッジ「緑のあるくらしと生物多様性」（第２
回）
「バラの歴史が語る多様な品種の成り立ち」
（中日園芸文化協会副会長　横田直樹 氏）

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=420
4

６月５日 土 14:00

生物多様性の保全と国際協力（第２回）
「食（「ハマグリ・アサリ等」）から考える日本・アジアの
海と人の未来」

（アジアの浅瀬と干潟を守る会代表　山本　茂雄氏）

名古屋国際センター／独立行政法
人国際協力機構中部国際センター
（JICA中部）

公益
法人
等

名古屋国際センター５
階　第１会議室

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jica.go.jp/chubu/event/index
.html#a0508-01

６月５日 土 10:00

まるごとCOP天白 ～自然環境を肌で感じて～（第４回）

現地学習「東山まで水辺の生き物ウォッチング」（東山
自然観察会　中西倜夫氏）

天白生涯学習センター
地公
体

東山公園 周辺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
56&caldate=2010-5-31

６月５日 土 10:00

平成22年度春季愛知学院大学公開講座「生物多様性
と環境」（第３回）
「温暖化と私達の未来」
（教養部教授　清　忠師氏）

愛知学院大学 学
愛知学院大学　日進
キャンパス

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.agu.ac.jp/learning/subject1.h
tml

６月５日 土 ９:30

デンソーECOレンジャー21　里山の自然コース

■里山の自然コース「生きものいっぱいビオトープ」
ビオトープにすむ生きものとその周辺の環境の関わり
から自然の力を知り、環境の大切さを考えます。
【参加対象】小学校4～6年生
【定員】40名（4班にわかれて(10名／班)で活動します）
講師によるわかりやすい説明と、楽しいリーダー・サブ
リーダーが皆さんの活動をサポートします。

株式会社デンソー 企業
デンソー大安製作所
（三重県いなべ市）

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=431
3

６月５日 土 ９:00

ビバちきゅうきょうしつ ～生物多様性を育む自然を感
じよう～（第３回）

「田んぼの中の生き物を見つけよう！ ～無農薬・化学
肥料使用禁止の田んぼに入り、生き物観察」命のつな
がり、自然環境に対する意識付けと街中に残された豊
かな里山の自然環境を次世代を担う子どもたちへ伝承
するため、無農薬で行う、田んぼを体験してもらい、田
んぼの生き物とのふれあいを通して自然環境の大切さ
を伝えていきます。

なごや環境大学実行委員会／株式
会社中日新聞社 猪高緑地 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000080
57&caldate=2010-4-30

６月５日 土 ９:00

おかざき田んぼの樂校（第３回）

「田んぼづくりを聴く」苗からお米になるまでの、長くて
短い成長を感じる作業。

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク NGO 岡崎市 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
47&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010年）度＞
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６月５日 土 ９:00

ユニー株式会社提供お店探検隊
インタープリター養成講座2010
～「いのちをつなぐインタープリター」になる～（第２回）
フィールドワーク「いのちをみつける」

＜フィールドワーク＞
～食品リサイクルの堆肥を使ってお米を栽培している
農家を訪れます。田んぼでの田植え体験を通して命の
つながりをみつけます。
＜交流会＞
～光、水、土とたくさんの生き物、命から恵みを得てい
る農家の方と「生物多様性の大切さ」を共有します。★
地元野菜を使ったランチタイム
＜セッション＞
「インタープリターとしての生物多様性をどう伝えるか」

環境省中部環境パートナーシップオ
フィス／なごや環境大学実行委員会

JAあいち海部 田圃・
堆肥場など／EPO中
部

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
23&caldate=2010-5-1

６月５日 土 ９:00 第６回矢作川森の健康診断
矢作川森の健康診断実行委員会
（矢森協・矢森研） 矢作川流域

http://mori-
gis.org/modules/cicoCal/index.php?smod
e=Daily&action=View&event_id=00000000
52&caldate=2010-4-14

６月４日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第８回）

「東海地方の森林生態系とその保全を考える」
（愛知大学国際コミュニティ学部 教授　広木詔三氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

６月４日 金 13:30

第20回環境フォーラム

第１部　弊社事例発表
(株式会社エステム　未定)
第２部 講演「私たちの暮らしと生物多様性」
(中部大学教授・2010年生物多様性広報参画委員会座
長「地球いきもの委員会」委員長代理　涌井　雅之（史
郎） 氏）)
第３部 講演「伊勢湾の恩恵と未来」
(山川海ネットワーク新雲出川物語推進委員会委員長
畑井　育夫氏)

株式会社エステム 企業

日本ガイシフォーラ
ム・レセプションホール
（名古屋市南区　東又
兵ヱ町5丁目1番地の
16）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.stem.co.jp/eco/forum/2010
/program.html

６月４日 金 10:00

自然探訪 ～街ん中の森・緑・水～（第４回）
【現地学習】
「大高緑地」街ん中の大きな緑
（金城学院大学 非常勤講師　大沼淳一氏）

港生涯学習センター
地公
体

大高緑地 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
60&caldate=2010-5-1

６月３日 木 13:30

企業・施設の現場からヒントを得る“環境保全” ～きっ
と見つかる！私たちにできること～（第１回）
【公開講座】「究極のエコカー開発への挑戦」
トヨタ自動車の環境取り組み（トヨタ自動車(株) CSR環
境部管理グループ長　山口眞一氏）

南生涯学習センター
地公
体

南生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
65&caldate=2010-6-1

６月３日 木

【COP10開催記念特別講座】
「多様性」を科学する（第４回）

「身近な生活の中の多様性 鉄崎　幹人」
（アウトドア自然派タレント、ＣＯＰ10の名古屋市生物多
様性アドバイザー）

名古屋学院大学 学
名古屋学院大学さか
えサテライト

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/event/partner/detail.php?id=418
4

６月２日 水 13:30

身近な環境について考える
～私たちができることは？～（第３回）
現地学習「香流川の水辺生態系」健全な水環境と多様
性を考える（名古屋市水辺研究会　國村恵子氏）

千種生涯学習センター
地公
体

香流川 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
36&caldate=2010-5-1

６月１日 火 13:30

第4回　アイシングループ　環境シンポジウム

●アイシングループ環境学習パートナーシップ校の発
表
●副社長挨拶
●講演会
１部『生物多様性と経済・企業との関わりを理解する』
（名古屋大学教授　林　希一郎氏）
2部『エコライフ』（環境ジャーナリスト　富永秀一氏）
●その他
　・アイシン環境学習パートナーシップ校の発表、
　・アイシングループ　パネル展示
　・COP10のポスター

アイシン精機株式会社　環境部 企業
刈谷市総合文化セン
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=444
9



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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30日 日 10:00

あいちの自然観察会（第３回）

「木曽三川公園で自然発見をしよう」
（あいち自然観察会 会員）

愛知県自然観察指導員連絡協議会
（あいち自然観察会）

木曽川１３８タワー
パーク

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
00&caldate=2010-4-16

５月30日 日
キッズチャレンジ　コットン（綿）を育ててみよう（第２回）
「大きく育てよう」

荒子川公園ガーデンプラザ（指定管
理者：財団法人名古屋市みどりの協
会）

公益
法人
等

荒子川公園内
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=425
6

５月29日 土 東山の森周辺のクリーンウォーク（清掃）活動 ふわく山の会 NGO 東山の森周辺
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.h7.dion.ne.jp/~fuwaku/

５月29～
30日

土-日 10:00

「ガタレンジャー養成講座2010」（第１回）

【講座内容（例）】
〈フィールド実習〉
干潟の生物観察実習／野外ガイド実習／バードウォッ
チング実習等
〈室内講義・ワークショップ〉
・藤前干潟保全の経緯とこれからの課題（講義）
・プログラムづくりワークショップ等
〈その他〉
・１日目の夕食つき。スライドショーや交流タイムもあり
ます。

NPO法人 藤前干潟を守る会 NGO
藤前干潟周辺（名古
屋市港区藤前）

http://fujimae.org/modules/news/article
.php?storyid=155

５月29日 土 18:30

まるごとCOP天白 ～自然環境を肌で感じて～（第３回）

現地学習「ヒメボタルナイトツアー」幻想的な世界へ（相
生山緑地自然観察会　近藤記巳子氏）

天白生涯学習センター
地公
体

相生山緑地 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
56&caldate=2010-5-31

５月29日 土 13:30

「買い物してうっかりしっかり国際協力　フェアトレード
で起こす地球未来の風」

●講演「フェアトレードを知ろう！学ぼう！」（仮）（特定
非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン事務
局長　中島佳織氏）
●見て聞いて学ぶ、フェアトレードを映画から知ろう！
（映画上映）
●「フェアトレードで起こす地球未来の風」へのプロロー
グ

財団法人愛知県国際交流協会・ＧＡ
ＩＡの会

公益
法人
等

あいち国際プラザ２階
http://www.fairtrade-
jp.org/whats_new/000132.html

５月29日 土 10:00

地球環境学2010（第２回）

　「魚から考える「食」の問題 ～環境記者の取材メモか
ら～」世界の海からさまざまな魚が食卓に上る日本。
日本人が毎日のように大量に食べている魚が危機的
な状況にあることを、知っていますか？ 生物多様性と
食料問題を学びます。
（共同通信社 編集員　井田徹治氏）

なごや環境大学実行委員会
伏見ライフプラザ12F
第1研修室

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
07&caldate=2010-5-1

５月29日 土 10:00

平成22年度春季愛知学院大学公開講座「生物多様性
と環境」（第２回）
 「生物多様性からみた里山システム
－里山における人間の役割」
（総合政策学部准教授　村田尚生氏）

愛知学院大学 学
愛知学院大学　日進
キャンパス

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.agu.ac.jp/learning/subject1.h
tml

５月29日 土 ９:00

ビバちきゅうきょうしつ ～生物多様性を育む自然を感
じよう～（第２回）

「里山とのふれあい ～筍掘りと山を歩きながらの自然
観察会」里山とはどんなところでしょう？ 自然・食べも
の・暮らしと密接なかかわりがあります。里山の生活か
ら自然と共存するとはどんなことか考えてもらいます。
（貸切バス、昼食付き）※筍の発育状況によって、体験
内容の変更あり。

なごや環境大学実行委員会／株式
会社中日新聞社 愛岐処分場 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000080
57&caldate=2010-4-30
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５月29日 土 ８:30

人工林間伐体験講習会 ～森づくり体験～（第２回）

スギ・ヒノキの人工林での、専門家による森の役割の
話や森林作業体験を通して、環境保全における人工
林間伐作業の大切さを知ります。

NPO法人水とみどりを愛する会 NGO 内ケ谷山林 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
39&caldate=2010-5-1

５月28日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第７回）

「東海地方における森林の特色を考える」砂礫層の重
要性とシデコブシ・フモトミズナラ／「雑木林の成り立ち
と人間の関わり」里山の生態系と生物多様性
（愛知大学国際コミュニティ学部 教授　広木詔三氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

５月28日 金 10:00

自然探訪 ～街ん中の森・緑・水～（第３回）
【現地学習】
「平和公園南部」みんなで守った森
（金城学院大学 非常勤講師　大沼淳一氏）

港生涯学習センター
地公
体

平和公園南部 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
60&caldate=2010-5-1

５月28日 金 ８:30

環境カウンセラーと行く９　使って護る自然 ～木をめぐ
る物語～（第３回）
「木の流通 ～木の値段の決まり方～ 木の利用」
見学：丸太の市・プレカット工場／新聞社（東海木材相
互市場 大口市場長／新聞社社員 ほか）

環境カウンセラー　岡本明子 NGO
東海木材相互市場
（丸太の市場）／新聞
社

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
93&caldate=2010-4-30

５月27日 木

【COP10開催記念特別講座】
「多様性」を科学する（第３回）

「生物多様性と経済学」
（経済学部講師　佐々木　健吾）

名古屋学院大学 学
名古屋学院大学さか
えサテライト

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/event/partner/detail.php?id=418
4

５月26日 水

第六回環境学公開講演会

主旨：生物多様性を理解するために
－地球生物史とそのひとコマを鮮やかに描きます－

・「地球の歴史に見る生物多様性」
（豊橋自然史博物館・副館長兼事務長　松岡　敬二氏）
・「ホタル」
（名古屋大学大学院生命農学研究科・助教　大場　裕
一氏）
・「新たなビジネスモデルの創出」
（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 豊橋商工会議所9F
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://shinkin.env.nagoya-
u.ac.jp/index.html

５月26日 水 13:30

身近な環境について考える
～私たちができることは？～（第２回）
現地学習「環境にやさしい買い物って？」持続可能な
社会を考える（ユニー・アピタ千代田橋店 社員）

千種生涯学習センター
地公
体

アピタ千代田橋店 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
36&caldate=2010-5-1

５月25日 火

「ROOS（ローズ）倶楽部」竹を通して学ぶ「生物多様
性」～解語玄（かいごげん）先生の竹講座（第２回）

「竹水を味わう＆竹細工で作るびっくりからくりおも
ちゃ」
　竹水とは生長期に地下茎から幹を通って吸い上がる
年間約20日程度しか滲出しない水のことです。体への
浸透性が強く、ほんのりと甘みがあるおいしい竹水を
味わいます。また、隠し芸として使えそうな竹細工のか
らくりおもちゃ作りも体験します。（野外120分）

※対象はROOS倶楽部会員および同伴者

株式会社中日メディアブレーン 企業 知多市・佐布里
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=410
9
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５月25日 火 14:00

第20回環境フォーラム(環境フォーラム事前勉強会)

第１部『テーマ講義　「水がつなぐ生命」について考え
る』
 （尾鷲市役所　水産農林課　竹内大介氏／尾鷲市役
所　新産業創造課　芝山有朋氏）
第２部 『ワークショップ』

株式会社エステム 企業
株式会社エステム　本
社4階研修図書室

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.stem.co.jp/eco/forum/2010
/jizen.html

５月25日 火 10:00

みずほ自然めぐり ～公園と庭園と神社と～（第２回）

現地学習「瑞穂区にわずかに残る里山林《弥富公園樹
林地》」里山樹種を見つけよう 森の手入れをしよう（な
ごや森づくりパートナーシップ連絡会、雑木林研究会
眞弓浩二氏）

瑞穂生涯学習センター
地公
体

弥富公園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
46&caldate=2010-5-31

５月23日 日 10:00

ざわざわ森の生物多様性検定（第１回）

【公開講座】「みんなで守るざわざわの森」COP10と里
山保全の知識（ネイチャークラブ東海　篠田陽作氏）

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
51&caldate=2010-5-31

５月23日 日 ９:30

体験講座 ～田んぼ体験で自然と環境を考える～（第２
回）

「代掻き・田植え体験」
実際に田んぼに入って代掻き・田植えを体験します。
（名東区里山マイスター／名東自然観察会 会員）

名東自然観察会 NGO 猪高緑地内の田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
77&caldate=2010-5-1

５月23日 日 ９:00
アースデイとやま2010
～ぼくらはみんなで生きている～

アースデイとやま2010実行委員会
富山市ファミリーパー
ク（富山市古沢244）

中部地方環境事務所後援
http://earthday-
toyama.org/modules/2010/index.php?co
ntent_id=1

５月23日 日 ９:00

山楽路(さんらくろ)里山の魅力発見ツアー ～間伐材狩
りとジビエ料理と語らいと in NUKATA～（第２回）

NUKATA(旧額田町地区)のミニツアー＆公開参加型シ
ンポジウム「里山の魅力発見！」

山楽路プロジェクト NGO 岡崎市旧額田地区
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.fukuzatsu.jp/sanrakuro-
top.htm

５月22日～
23日

土-日 10:00

国際生物多様性の日・COP10開催半年前記念行事
「なるほど生物多様性　COP10まであと半年！」
記念フェスティバル

○ステージプログラム
・オープニング （10日　午前10：00～午前10：30）
・スペシャルトークセッション
出演者：肉食爬虫類研究所代表 富田京一 氏（22日）
/特活）　銀座ミツバチプロジェクト副理事長　田中淳夫
氏（23日）
・COP10応援ミニコンサート
出演者： ライリッシュ・オカリナ連盟／環音（わをん）・ブ
ログミーツカンパニー主宰　広田 奈津子 氏（23日）
・ブース出展者によるステージ発表、クイズ　等
○ブース展示等
・生物多様性に関する活動紹介ブース
出展者：NGO/NPO、企業、行政機関等　（計20団体程
度）
・絵画・写真コンテスト作品展示コーナー
絵画・写真コンテスト（平成21年10月～12月に実施）の
受賞作品の展示
・COP10情報ステーション
本年10月に迫ったCOP10の情報をわかりやすく発信す
る情報コーナー
・生物多様性クイズラリー
「カラダで感じる生物多様性」をテーマとしたクイズラ
リー

COP10支援実行委員会
オアシス21 「銀河の広
場」（名古屋市東区東
桜1－11）

中部地方環境事務所協力
http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/pdf/ev-fes0522.pdf

５月22日 土
森への招待状（第１回）

「森づくり体験」

中部電力株式会社環境・立地本部
環境部環境経営グループ

企業

中部電力のエネル
ギー関連施設および
水源涵養林（内ケ谷山
林）　他
※全日程の集合・解
散場所は、JR名古屋
駅前です。

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=414
3

５月22日 土 東山の森周辺のクリーンウォーク（清掃）活動 ふわく山の会 NGO 東山の森周辺
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.h7.dion.ne.jp/~fuwaku/
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５月22日 土

グリーンカレッジ「緑のあるくらしと生物多様性」（第１
回）

「生物多様性と私たちのくらし　～そしてＣＯＰ１０～」
（なごや環境大学 生物多様性専門員　浅井正明 氏）

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=420
4

５月22日 土 13:00

山楽路(さんらくろ)里山の魅力発見ツアー ～間伐材狩
りとジビエ料理と語らいと in NUKATA～（第１回）

「森の魅力、山村の魅力体験フィールドワーク」安全な
間伐作業、間伐材の木工策体験、地元の食や太鼓コ
ンサート（宿泊オプション）で、森と山村の楽しみを知
る。（保険料、食材費込）★宿泊オプションあり

山楽路プロジェクト NGO 岡崎市旧額田地区
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.fukuzatsu.jp/sanrakuro-
top.htm

５月22日 土 13:00

国際生物多様性の日・COP10開催半年前記念行事
「なるほど生物多様性　COP10まであと半年！」
生物多様性シンポジウム

・オープニング（午後1：00～午後1：10）

・記念講演「生命を捉えなおす」（午後1：10～午後2：
20）
（分子生物学者、青山学院大学教授　福岡 伸一 氏）

・パネルディスカッション（午後2：35～午後4：30）
パネリスト： 福岡 伸一 氏/環境省参与　 黒田 大三郎
氏/名古屋大学大学院環境学研究科教授　 林 良嗣
氏/名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授　 香
坂 玲 氏/（特活）フェアトレード・ラベル・ジャパン事務
局長　中島 佳織 氏

COP10支援実行委員会
オアシス21 「銀河の広
場」（名古屋市東区東
桜1－11）

愛知芸術文化センター　アートス
ペースA
（名古屋市東区東桜1－13－2）

http://www.cop10.jp/aichi-
nagoya/event/pdf/ev-sympo0522.pdf

５月22日 土 13:00

『生物多様性の日』シンポジウム
GMナタネが拡がっちゃった！！～どうしよう
COP10/MOP5～

シンポジウム（各パネラーに15分ずつ発言頂いた後
ディスカッション）
・国立環境研究所　中嶋信美氏
・農水省関係者
・農民連食品分析センター　八田純人氏
・四日市大学講師　河田昌東氏
司会
・元朝日新聞論説委員、現上智大学・法政大学・東京
経済大学講師　岡田幹治氏

遺伝子組換え食品を考える中部の
会

NGO
愛知県産業労働セン
ター(ウィンク愛知)小
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=429
1

５月22日 土 10:00

平成22年度春季愛知学院大学公開講座「生物多様性
と環境」（第１回）
 「生物多様性とは？
―生物を恒久の遺伝資源と捉える―　」
（薬学部　教授　河村好章氏）

愛知学院大学 学
愛知学院大学　日進
キャンパス

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.agu.ac.jp/learning/subject1.h
tml

５月22日 土 10:00

まるごとCOP天白 ～自然環境を肌で感じて～（第２回）

現地学習「竹林整備で明るい森に」（相生山緑地オア
シスの森クラブ　村田英二氏）

天白生涯学習センター
地公
体

相生山緑地 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
56&caldate=2010-5-31

５月22日 土 10:00

～自然とつながり、自然に生きる～
ハーブクラフト作りから地球環境を考えよう（第２回）

「手作りハーブ石けん」ハーブの石けんの香りに、１日
の疲れも「香りの泡」で包まれ安らぎを感じるバスタイ
ムになります。（杉浦千春氏）

Time is ART 中部／環境意識コミュ
ニケーションプロジェクト

ナディアパーク 青少
年文化センター 研修
室・ビデオルーム

なごや環境大学共育講座
http://ameblo.jp/cosmicdiary/entry-
10517494918.html

５月22日 土 ９:30

グリーン・ウェイブｉｎ金沢大学角間の里
●植樹
●講演「空から見た地球環境と生物多様性」（ボーイン
グ777型機　機長　加藤　義己氏）

金沢大学地域連携推進センター 学
金沢大学創立五十周
年記念館「角間の里」

http://www.kanazawa-
u.ac.jp/university/administration/prstrat
egy/eacanthus/1005/22.html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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22日 土 ８:00

人工林間伐体験講習会 ～森づくり体験～（第１回）

スギ・ヒノキの人工林での、専門家による森の役割の
話や森林作業体験を通して、環境保全における人工
林間伐作業の大切さを知ります。

NPO法人水とみどりを愛する会 NGO 内ケ谷山林 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
39&caldate=2010-5-1

５月21日～
10月20日

金～水

「高雄っ子の森」整備事業

運動場の南側に潜在自然植生を再現した生態園をつ
くり、それを核として、運動場周辺を子どもたちが自然
にふれながら周回できる場として地域の方やＰＴＡを巻
き込んで、子どもたちとともに整備していく。

扶桑町立高雄小学校 学 扶桑町立高雄小学校
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=418
8

５月21日 金 18:30
ビオカフェ第３回
淡水ガメの遺伝子かく乱（仮）
ウミガメの保全活動にみる予防原則と新たな取組み

CBD市民ネット生命流域作業部会 NGO
らくだ書店（名古屋市
千種区青柳町5-18）

http://www.omotehama.org/report10/20
10/05/11/biocafe.jpg

５月21日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第６回）

「都市内緑地のランドスケープデザインを考える」
（名古屋市立大学芸術工学研究科 教授　岡村穣氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

５月21日 金 10:30

自然探訪 ～街ん中の森・緑・水～（第２回）
【現地学習】
「海上の森」川、海、人へとつながる森
（金城学院大学 非常勤講師　大沼淳一氏）

港生涯学習センター
地公
体

海上の森 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
60&caldate=2010-5-1

５月20日 木

【COP10開催記念特別講座】
「多様性」を科学する（第２回）

「文化の多様性」
（経済学部教授　今村　薫氏）

名古屋学院大学 学
名古屋学院大学さか
えサテライト

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/event/partner/detail.php?id=418
4

５月19日 水 13:30

身近な環境について考える
～私たちができることは？～（第１回）
「今、私たちができること」地球温暖化を考える（環境省
環境カウンセラー　篠田陽作氏）

千種生涯学習センター
地公
体

千種生涯学習セン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
36&caldate=2010-5-1

５月18日 火 10:00

みずほ自然めぐり ～公園と庭園と神社と～（第１回）

【公開講座】「名古屋の自然の魅力」身近な自然の楽し
み方（なごや森づくりパートナーシップ連絡会、雑木林
研究会　眞弓浩二氏）

瑞穂生涯学習センター
地公
体

瑞穂生涯学習セン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
46&caldate=2010-5-31

５月16日 日 10:30

かかし君が安心して暮らせる所はどんなところだろう？
マイお米を作ろう 前期（第１回）
「田んぼの水に親しもう。いきものいるかな？」
オリエンテーリングを行い、田んぼの中に入ります。
（なごや食育応援隊　いしいゆみ氏 ほか）

いしいゆみの親子で食育楽しみ隊 NGO 空き田んぼ なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
17&caldate=2010-5-31

５月16日 日 10:00

どうぶつヒミツ発見隊!!（第１回）
「サルのいろいろ ～人間はむかしサルだった?!～」
春だ！動物たちの春ってどんな季節かな？また、人間
に一番近い動物といわれるサルのいろいろを見つけま
す。※入園料別途
（講師：小山菜穂氏／多川充佳子氏）

なごや動物園研究会「ZOOといっ
しょ」

NGO 東山動植物園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
12&caldate=2010-5-31

５月16日 日 10:00
庄内川水系・水のつながり（第２回）
「下流のヨシ原」庄内川下流に広がる広大なヨシ原を観
察します。（藤前干潟を守る会 スタッフ）

NPO法人藤前干潟を守る会 NGO 稲永ビジターセンター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
25&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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16日 日 10:00

体験講座 ～田んぼ体験で自然と環境を考える～（第１
回）

「オープニング・いたかの自然と森を知ろう」
オリエンテーション・自己紹介・猪高緑地の自然環境に
ついて（田んぼ体験活動を映像で紹介）・現地視察
（名東自然観察会 代表　堀田守氏／自然観察指導員
布目均氏）

名東自然観察会 NGO
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=M
onthly&action=View&event_id=00000078
77&caldate=2010-5-1

５月15日 土

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）～

講座内容（名古屋事務所から現地までマイクロバスで
行きます）
・葦毛湿原の植物観察
・ニ川テレビ中継所を経由して普門寺までのトレッキン
グ

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

愛知県豊橋市「葦毛
湿原」ほか（集合は、
名古屋市熱田区熱田
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/event/partner/detail.php?id=423
2

５月15日 土 東山の森周辺のクリーンウォーク（清掃）活動 ふわく山の会 NGO 東山の森周辺
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.h7.dion.ne.jp/~fuwaku/

５月15日 土 13:30

ユニー(株)提供お店探検隊
インタープリター養成講座2010
～「いのちをつなぐインタープリター」になる～（第１回）
「企業の環境教育を知る」

＜講座・フィールドワーク＞
「ユニー(株)のお店の環境取り組み、環境学習を体験
する」
＜実践紹介＞
「企業の環境教育を知る」中部電力(株)／(株)デンソー
／東邦ガス(株)／ブラザー工業(株)

環境省中部環境パートナーシップオ
フィス／なごや環境大学実行委員会 リーフウォーク稲沢 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
23&caldate=2010-5-1

５月15日 土 13:30

地球環境学2010（第１回）

　「自然に学ぶ粋なテクノロジー ～どうして地球環境問
題は起こったのか～」
生物多様性と地球環境問題がテーマ。自然は私たち
が見習うべきテクノロジーの宝庫。人間活動が肥大化
したことによる地球環境問題に、このテクノロジーをど
う生かしていけばよいのでしょうか？
（東北大学大学院 環境学研究科 教授　石田秀輝氏）

なごや環境大学実行委員会
伏見ライフプラザ5F
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=M
onthly&action=View&event_id=00000078
07&caldate=2010-5-1

５月15日 土 13:00

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」
「呉羽の森の植物たち」現地観察会（第５回）

立山連峰をはじめとする富山県内の自然保護活動に
長年たずさわっておられる、立山自然保護ネットワーク
の増田準三先生をお招きして、調査地である富山市
ファミリーパーク付近の里山の自然について現地を歩
きながらわかりやすく解説していただきます。増田先生
は現在、環境省主催の「モニタリングサイト1000里地調
査」の一環として呉羽丘陵の植生の変化を毎月１度定
期的に調査しておられますので、詳しいお話がうかが
えるでしょう。

アースデイ富山2010
富山市ファミリーパー
ク　きりん食堂・レク
チャーホール

http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/

５月15日 土 10:00

まるごとCOP天白 ～自然環境を肌で感じて～（第１回）

「天白の自然って何？」島田湿地の生き物たち（白玉星
草と八丁トンボを守る島田湿地の会　浅井聡司氏）

天白生涯学習センター
地公
体

天白生涯学習セン
ター

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
56&caldate=2010-5-31

５月15日 土 ９:45
６人の生態学者による毎月一回の講演と観察会（第２
回）
「鳥が森を作り、森を育てる」（名城大学　日野輝明氏）

(社)日本山岳会東海支部／(社)国
土緑化推進機構

公益
法人
等

講演会：愛知県産業
労働センター（ウィンク
あいち）
観察会：猿投の森（瀬
戸市上山路町）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jac-tokai.jp/index.html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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14日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第５回）

「都市内緑地のランドスケープデザインを考える」
（名古屋市立大学芸術工学研究科 教授　岡村穣氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

５月14日 金 14:00

生きものの多様性の保全と事業活動
～生物多様性セミナー（第２回）

・事例紹介
鹿島建設、清水建設、積水ハウス、復建調査設計（い
ずれも候補）
・パネルディスカッション

豊岡市／三井住友銀行
地公
体／
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/event/partner/detail.php?id=421
1

５月13日、
14日

木-金

「生物多様性保全に向けた応用生態工学からのアプ
ローチ」～COP10名古屋に向けて～
1　趣旨説明
2　基調講演
3　セッション「景観と生物」、「水・物質フラックスネット
ワーク」、「都市の責任」
4　ケーススタディ（ポスター展示も含む）
5　パネルディスカッション
6　総括（応用生態工学からのアピールの採択）

「生物多様性保全に向けた応用生
態工学からのアプローチ」
国際ワークショップ実行委員会

学
名古屋国際会議場・
白鳥ホール

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=411
5

５月13日 木

味わって知る　わたしたちの海（第１回）

魚種、大きさが規格外として流通に乗らないいわゆる
未利用魚を調理します。

伊勢・三河湾流域ネットワーク／山
崎川グリーンマップ

NGO
昭和生涯学習セン
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=427
4

５月13日 木

【COP10開催記念特別講座】
「多様性」を科学する（第１回）

「多様な「多様性」を考える」
（リハビリテーション学部長　木村 光伸氏）

名古屋学院大学 学
名古屋学院大学さか
えサテライト

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/event/partner/detail.php?id=418
4

５月12日 水 ９:30

環境カウンセラーと行く９　使って護る自然 ～木をめぐ
る物語～（第２回）
「木を育てる ～森林の手入れと必要性～」
見学：里山の散策と間伐の実演／
実習；間伐材の利用、丸太切り体験
（林野庁職員ほか）

環境カウンセラー　岡本明子 NGO
定光寺周辺の森林／
森林交流館(林野庁名
古屋事務所)

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
93&caldate=2010-4-30

５月11日 火 13:30

地球環境の多様性と広域的取組
～地域生物資源の持続可能な利用と環境保全の担い
手～
第１部　地域環境の保全に向けた実践的な活動事例
発表
講演１ 「地域環境課題と地域力」
（地域力ビジネス・インキュベーションマネージャー　榊
原 正利氏）
講演２ 「農業従事者からみる農業の地域環境保全へ
の役割」
（三州フルーツ工房　鈴木 誠氏）
講演３ 「畜産家から見る地域環境保全への役割」
（酪農家　北村 克己氏）
講演４ 「食からみる都市の役割」
（あいちの食でおもてなしプロジェクトチームリーダー
長田 絢氏）
講演５ 「エコツアーからみる都市と農山漁村との交流」
(ゆっくりずむ北海道　宮川 幸史氏)

第２部　「地域環境の多様性と役割」
コーディネーター：ＮＰＯ法人　生物多様性フォーラム
事務局長　榊原 正利氏
パネラー：環境省中部地方環境事務所　統括自然保
護企画官　 田村 省二氏／林野庁 中部森林管理局
愛知県森林管理事務所 所長　岩井 広樹氏／農林水
産省　東海農政局　企画調整室　室長　中川 一郎氏

社団法人 地域問題研究所
公益
法人
等

アイリス愛知２階　コス
モス 中部地方環境事務所後援

http://www.chimonken.or.jp/symposium/
kankyo100511.html



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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10日 月

第五回環境学公開講演会

主旨：生物多様性を理解するために
－ニッチ形成と多様性の関係－

●「生物多様性とCOP10～開催計画について」
（愛知県顧問・COP10支援実行委員会総括参与　林
清比古氏）
●「東南アジア熱帯雨林の生き物の多様な生き方」
（名古屋大学大学院生命農学研究科・准教授　中川
弥智子氏）
●「テントウムシから見た生物多様性」
（名古屋大学大学院生命農学研究科・助教　新美　輝
幸氏）

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 蒲郡商工会議所２F
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://shinkin.env.nagoya-
u.ac.jp/img019.png

５月９日 日 10:00

自然と仲よし、ネイチャーゲーム（第２回）

「猪高の森のふしぎさがし」
名東区の「めいとうの日」協賛事業

なごやネイチャーゲームの会
猪高緑地（名東区猪
高町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
26&caldate=2010-4-30

５月９日 日 ９:30

あいちの自然観察会（第２回）

「庄内川の生き物を調べてみよう」
（名城大学 准教授　谷口義則氏）

愛知県自然観察指導員連絡協議会
（あいち自然観察会）

庄内川 庄内橋周辺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
00&caldate=2010-4-16

５月９日 日

第10回杜の宮市（もりのみやいち）

1　アートクラフトマーケット：自分の作品を自分で展示
頒布するブースが全国から100
2　生音ライブ：ナチュラルなアコースティクステージが
4ヶ所。
3　もりもりフードコート：ここだけのオリジナルな飲食
ブース。
4　杜の学校：老若男女が体感するクラフト教室・ワーク
ショップ。
5　市民活動大集合：市民活動の広報ブース
6　素材やマーケット：クラフト作品作りの素材を展示頒
布

杜の宮市準備委員会
真清田神社境内と周
辺（愛知県一宮市真
清田1丁目地内）

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=408
5

５月８日 土 15:00

世界フェアトレードデー２０１０・５・８
フェアトレード・ファッションショー＆トーク

●フェアトレードのお洋服による『ファッションショー』
●辻信一氏トークショー
●フェアトレード・エキシビジョン

フェアトレードタウンなごや推進委員
会

SMBCパーク栄（三越
名古屋栄の北側）

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=434
5

５月８日 土 13:30

自然探訪 ～街ん中の森・緑・水～（第１回）
【公開講座】
コンサート「森の命につつまれて」
笠井琉巳子のうたせらぴい
（シンガーソングライター　笠井琉巳子氏）

港生涯学習センター
地公
体

港生涯学習センター なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
60&caldate=2010-5-1

５月８日 土 10:00

生物多様性の保全と国際協力（第１回）
「私たちの暮らしと生物多様性」
～生物多様性とは何か、私たちの暮らしと生物多様性
との繋がり・関係などについて～
（名古屋市立大学准教授／名古屋都市センター特別
研究員／COP10支援実行委員会アドバイザー　香坂
玲氏）

名古屋国際センター／独立行政法
人国際協力機構中部国際センター
（JICA中部）

公益
法人
等

名古屋国際センター５
階　第１会議室

COP10支援実行委員会：
COP10パートナーシップ事業

http://www.jica.go.jp/chubu/event/index
.html#a0508-01

５月８日 土 10:00

子ども東山の森づくり隊（第１回）

「冒険ハイキング」東山の森南部緑地でハイキングを
楽しみます。（長谷川紀男氏／水谷泰通氏）

なごや東山の森づくりの会 NGO なごや東山の森 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
96&caldate=2010-5-31

５月８日 土 ９：30

野生ニホンリスの保護活動をする中での環境教育の
実施（第２回）

「野生のニホンリスの森・生息調査（緑の回廊としての
森林公園）」
都市公園でのリスの行動を知り、自活環境として東谷
山と比較しながら森林公園の緑の回廊としての役割を
体験する。（大人一人200円の植物園入園費が必要）

守山リス研究会 NGO 森林公園 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
82&caldate=2010-4-30



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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８日 土 東山の森周辺のクリーンウォーク（清掃）活動 ふわく山の会 NGO 東山の森周辺
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.h7.dion.ne.jp/~fuwaku/

５月７日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第４回）

「生物多様性と流域開発 ～国際河川メコン川流域を事
例として～」
（名古屋産業大学環境情報ビジネス学部 教授　大矢
釖治氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

５月５日 水（祝） 10:00
子ども樹木博士（第１回）
「子ども樹木博士になりませんか」自然観察と認定試
験、レクリエーション（鵜飼洋子氏／長谷川泰洋氏）

エコミュージアムあいち・もりづくり会
議

東山植物園 なごや環境大学共育講座
http://moridukuri-
kaigi.com/wordpress/wp-
content/uploads/2010/04/chirashi.jpg

５月1日 土 東山の森周辺のクリーンウォーク（清掃）活動 ふわく山の会 NGO 東山の森周辺
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.h7.dion.ne.jp/~fuwaku/

５月１日 土

ものつくり体験教室～木笛とバードコール作り

ものつくり体験教室～木笛とバードコール作り」は間伐
や除伐または下刈や枝打ちなどで出た樹木の材を有
効活用して、木の笛とバードコールを作ります。木の太
さや長さにより様々な音色がします。そしてできた作品
をもって探索路を巡り、実際に野鳥を呼んでみたいと
思います。どんな野鳥が答えてくれるかな？ぜひこの
機会に木の温かみのある音色を体験してみませんか。

飛騨・北アルプス自然文化センター
飛騨・北アルプス自然
文化センター研修室
及び自然探索路

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=424
9

５月1日 土 ９:00

おかざき田んぼの樂校（第２回）

「田んぼづくりを知る」田んぼのある里山や、生物多様
性を学びながらの田植え。

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク NGO 岡崎市 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
47&caldate=2010-4-30

５月１日 土 ８:30

セキスイKODOMOバイオダイバシティ
＜藤前干潟＞湿地交流

＜オリエンテーション＞
お話「生物多様性と生物多様性条約について」
音楽劇「アカウミガメのピッピ」（予定）
＜KODOMO生きもの会議その１＞
お話「藤前干潟の歴史と生きものたち」
アイスブレイク「仲良くなろう」
＜フィールド学習：干潟歩きとバードウォッチング＞
「藤前干潟の宝（ステキなもの）探し」
＜KODOMO生きもの会議その２＞
グループ・ディスカッション「藤前干潟の宝」

KODOMOバイオダイバシティ実行委
員会（ラムサールセンター、滋賀県、
積水化学工業）

NGO
／地
公体
／企
業／
国

環境省・藤前活動セン
ター／藤前会館

中部地方環境事務所共催
http://homepage3.nifty.com/kodomo-
ramsar/kodomo_baidaba/sekisui_fujimae/
sekisui_fujimae.pdf

４月30日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第３回）

「生物多様性と流域開発 ～国際河川メコン川流域を事
例として～」
（名古屋産業大学環境情報ビジネス学部 教授　大矢
釖治氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

４月29日  木(祝) 10:00

藤前干潟生きものまつり

干潟観察会（要事前申込）
ガタレンジャーJr.発表会
尾張新次郎太鼓　ほか
カレーライス（安価ご提供）

藤前干潟を守る会 NGO
藤前活動センター（名
古屋市港区）

http://fujimae.org/modules/news/article
.php?storyid=156
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４月29日  木(祝) 10:00

第２２回あいち都市緑化フェア

竹を使った工作体験や自然観察などを通して、自然と
ふれあい、自然を体験して、都市緑化といきものの関
わりの大切さに対する意識の高揚を図る催物を実施し
ます。
今回は、ＣＯＰ１０に連携して、ＣＯＰ１０のパネル展示、
生物多様性にちなんだゲーム、集客性のある和太鼓ラ
イブなどさまざまな催物を行います。

愛知県／財団法人愛知県都市整備
協会【愛知県都市緑化基金】

地公
体／
公益
法人
等

県営大高緑地（名古
屋市緑区大高町）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

４月29日 木（祝） 10:00

八事の森の春まつり2010

1　森のカフェ
八事商店街・昭和区子ども会育成連絡協議会による
飲食物の販売
2　森の音楽祭
手づくりのステージ、山の斜面を利用した客席で繰り広
げられるイベント
3　森のひろば
地域活動団体、近隣大学、行政機関等によるブース出
展
4　森を歩くプログラム
自然観察と史跡散策ウォーキング（13:00～）（新緑の
八事山を歩きませんか　10:30～）
5　フリーマーケット
6　開催5周年記念行事
餅つき、記念植樹

八事の森の春まつり実行委員会
八事山興正寺境内
興正寺公園

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=417
6

４月29日  木(祝) 10:00

みどりのフェスティバル‘１０
○記念植樹
○森林のクイズ及び紙芝居
○丸太切り・ネイチャークラフト・
　火おこし・巣箱づくりなどの体験コーナー
○モリゾー・キッコロの出演と写真撮影
○チェンソーパフォーマンス
○森林の音楽会（ミンミン）
○パネル展示
　（森林の働き・生物多様性・社会貢献活動など）

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

瀬戸市川平町１番地
瀬戸国有林
「定光寺自然休養林」
森林交流館

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/nagoy
a/top/event_special_top10.html

４月29日  木(祝) ９:30 立山自然保護ネットワーク・春の自然観察会 立山自然保護ネットワーク

猿倉～御前山；
JR富山駅北口
（８:30）、猿倉山駐車
場（９:30） 集合

http://earthday-
toyama.org/modules/piCal/?smode=Mon
thly&action=View&event_id=0000000993
&caldate=2010-4-21

４月28日～
29日

水～
木（祝） ９:00

第１０回森の文化祭

〈前日〉キャンプ
〈企画コーナー〉ちびっ子探検村／自然博物館／竹炭
／手織り体験／自然工作／チェーンソーアート／風呂
敷ラッピング／紙パック飛行機／間伐材積み木／餅つ
き／たけはし／お椀作り／手作りロケット打ち上げ／
竹釜土でツイストパン／ザリガニ釣り／その他多数

森の文化祭実行委員会 さがらの森とその周辺
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

ttp://livedoor.2.blogimg.jp/gamac/imgs/2
/5/25fe69e0.GIF

４月26日 月 14:00

生きものの多様性の保全と事業活動
～生物多様性セミナー（第１回）

・基調講演　「生物多様性と事業活動の現状と課題」
(中部大学・桐蔭横浜大学・東京農業大学　涌井史郎
氏）
・事例紹介　「コウノトリと共に生きる～豊岡の挑戦～」
（豊岡市長　中貝宗治　市長）
・講演
（COP10支援実行委員会事務局　小林寛司　事務局
長）
・事例紹介
（EPO中部　新海洋子　チーフプロデューサー）
・パネルディスカッション

豊岡市／三井住友銀行
地公
体／
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/event/partner/detail.php?id=421
1

４月25日 日 10:00

エコカレッジ福井「自然との共生」（第１回）
＜光と人間・植物＞
福井大学医学部医学科生命物質科学
准教授　吉井裕氏

福井市環境パートナーシップ会議 市研修センター　101 http://www.eco-fukui.net/

４月25日 日 ９:30

あいちの自然観察会（第１回）

「矢作川の自然にふれてみよう」
（あいち自然観察会 会員）

愛知県自然観察指導員連絡協議会
（あいち自然観察会）

矢田川 矢作橋周辺 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
00&caldate=2010-4-16



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010年）度＞
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４月25日
（５月９日）

日 ９:30

環境教育プログラム
「デンソーECOレンジャー21 豊橋コース」

・タイトル：ウミガメのふる里を守ろう
・対象：豊橋市内全小学校4年生～6年生（40名）
・内容 ：砂浜と海浜植物の観察、堆砂垣（たいさがき）
作り
※天候その他の都合によりプログラムを変更する場合
がございます
・講師：NPO法人 表浜ネットワーク　 田中 雄二氏

株式会社デンソー 豊橋製作所 企業
豊橋市表浜海岸(小島
海岸コミュニティ周辺、
小沢校区市民館)

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=409
2

４月25日 日
キッズチャレンジ　コットン（綿）を育ててみよう（第１回）
「種を植えてみよう」

荒子川公園ガーデンプラザ（指定管
理者：財団法人名古屋市みどりの協
会）

公益
法人
等

荒子川公園内
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=425
6

４月24日～
５月９日

土～日

春の特別展示会　～飛騨の樹木とチョウを知る

奥飛騨温泉郷平湯に位置する飛騨・北アルプス自然
文化センターでは。間伐や除伐または枝打ちででた１
００種類の樹木の材を展示し、種の多様性を観察でき
るコーナーを設置します。樹木の種類により樹皮や材
の色、形状などの違いを見比べてください。また、飛騨
に生息するチョウの標本展示をあわせておこない、遺
伝の多様性についても認識できます。
さらに、館内では「奥飛騨の自然と人々」をテーマにし
たスライドを上映いたします。

飛騨・北アルプス自然文化センター
飛騨・北アルプス自然
文化センター

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=426
9

４月24日 土 10:00

～自然とつながり、自然に生きる～
ハーブクラフト作りから地球環境を考えよう（第１回）

「手作りスキンローション＆ハーブ手浴」ハーブの香り
を吸収しながら五感を刺激し、精神を安定させ、リラッ
クスを促します。（鷲見庸代氏）

Time is ART 中部／環境意識コミュ
ニケーションプロジェクト

ナディアパーク 青少
年文化センター 研修
室・ビデオルーム

なごや環境大学共育講座
http://ameblo.jp/cosmicdiary/entry-
10517494918.html

４月24日 土 10:00

レッツ農！講座 田んぼの生きもの調査（第１回）

「田んぼは、面白い！今、なぜ田んぼか」
田んぼの生き物と自然
（オリザネット 事務局長／環境省環境カウンセラー　古
谷愛子氏）

日進野菜塾 NGO あいあいの家 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
21&caldate=2010-4-30

４月24日 土 ９:30

おばたの森あそび（第１回）
「春の森あそび」（花井幸久氏／江見生子氏）
春の暖かい陽光の中で、木々の芽吹きを楽しみながら
森遊びをします。

なごや環境塾 どんぐりころころグ
ループ

NGO
小幡緑地本園 どんぐ
りころころの森

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
71&caldate=2010-4-30

４月23日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第２回）

「流域圏の生態系保全を考える」
（名古屋大学工学研究科 准教授　戸田祐嗣氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

４月22日 木 14:00

第四回環境学公開講演会

主旨：生物多様性を理解するために
　　　－微視的環境に生きる生物たちの生物多様性－

・「植物が生み出す生物多様性」
　（名古屋大学大学院環境学研究科・助教　西田佐知
子氏）
・「昆虫と微生物の共生：生物多様性における光と影」
　（名古屋大学大学院生命農学研究科・助教　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 安城市民会館
COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

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



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010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21日 水 ９:30

環境カウンセラーと行く９　使って護る自然 ～木をめぐ
る物語～（第１回）
「木と私たちの暮らし 木造建築を見てみよう」
講義：森林・林業をめぐる現状（林野庁職員）／
見学：名古屋城本丸御殿建築現場（本丸御殿建造関
係者 ほか）

環境カウンセラー　岡本明子 NGO
林野庁名古屋事務所
／名古屋城本丸御殿

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
93&caldate=2010-4-30

４月20日 火

「ROOS（ローズ）倶楽部」竹を通して学ぶ「生物多様
性」～解語玄（かいごげん）先生の竹講座（第１回）

「竹の魅力から生物多様性を学ぶ」
　野外体験講座の前に竹について楽しく学び、生物多
様性について理解を深めます。
　プロジェクタ利用（座学90分）

※対象はROOS倶楽部会員および同伴者

株式会社中日メディアブレーン 企業 名古屋市中区
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=410
9

４月19日 月 14:00

地球温暖化と生物多様性について考える
～低炭素社会実現・生態系変化に企業はどう対応する
べきか～

＜来賓挨拶＞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
＜基調講演１＞「地球温暖化～低炭素社会への課題
と挑戦～」（金沢大学フロンティアサイエンス機構　特
任教授　鈴木克徳氏）
＜基調講演２＞「生物多様性　共存型社会のための経
済・企画戦略」（名古屋大学エコトピア科学研究所教授
／経済協力開発機構　生物多様性の経済的側面作業
部会副議長　林希一郎氏）
＜パネルディスカッション＞「低炭素社会実現・生態系
変化に企業はどう対応するべきか」（鈴木克徳氏／林
希一郎氏／積水ハウス株式会社　環境推進部部長
佐々木正顕氏／北陸グリーンエネルギー研究会事務
局長・環境カウンセラー　水木伸明氏／財団法人日本
エネルギー経済研究所研究員　柳美樹氏）

北陸環境共生会議（福井県、石川
県、富山県、北陸経済連合会）

地公
体／
企業

ホテル日航金沢３階
孔雀の間

中部地方環境事務所、中部環
境パートナーシップオフィス共催

４月18日 日 14:00
ビオカフェ第２回「生物多様性を考える」
～シデコブシ・マメナシの遺伝子攪乱と生育環境の保
全について～

CBD市民ネット生命流域作業部会 NGO
住友信託銀行
１階セミナールーム

４月18日 日 10:00
庄内川水系・水のつながり（第１回）
「春の藤前干潟」春の干潟で渡り鳥や底生生物を観察
します。（藤前干潟を守る会 スタッフ）

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=M
onthly&action=View&event_id=00000079
25&caldate=2010-4-30

４月18日 日 10:00

自然と仲よし、ネイチャーゲーム（第１回）

「春の緑地のたんけん隊」
庄内緑地公園春のイベント協賛（予定）

なごやネイチャーゲームの会
庄内緑地公園（西区
山田町）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
26&caldate=2010-4-30

４月17日～
29日

土～
木（祝）

第38回いなざわ植木まつり

・ 植木・苗木の・花き等展示即売会
・ 見本庭園・主木展示・生垣見本園
・ チャリティー盆栽展示即売会
・ 園芸資料コーナー
・ いなざわの野菜・特産物コーナー
・ 緑の相談コーナー

稲沢市／稲沢市植木生産振興会
地公
体

国府宮神社参道及び
境内

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=416
5

４月17日 土 14:00

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」
生物多様性講座「ライチョウの多様性と保全」
（第４回）

　第４回は富山県の野生鳥類の調査や保護活動に長
年たずさわっておられ、特に立山連峰のライチョウの
生息状況を精力的に行ってこられた富山雷鳥研究会
の松田勉先生をお招きして、この富山県の自然を代表
する鳥の生態と保護についてわかりやすく解説してい
ただきます。

アースデイ富山2010
富山市ファミリーパー
ク　きりん食堂・レク
チャーホール

http://earthday-
toyama.org/modules/wordpress/



生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き＜平成22年（2010年）度＞
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４月17日 土 13:00

2010年度　社団法人愛知中央青年会議所　4月度例会
親子で学ぶ環境
～今、できること　このまちの百年先（みらい）のために
～

プログラム
第１部　講演「ジョン・ギャスライトさんの話を聞こう！」
第２部　環境クイズ「ジョン・ギャスライトさんと一緒にク
イズに挑戦！」

社団法人　愛知中央青年会議所
公益
法人
等

日進市民会館　大
ホール
（愛知県日進市折戸
町笠寺山62番地3）

http://www.aichi-chuo.jp/20100417.html

４月17日 土 10:00

春日井築水の森の自然に学ぶ（第１回）

「春の妖精ギフチョウとその吸蜜する草花を身近に見
てみよう」
早春の丘陵地に見られる絶滅危惧種のギフチョウな
ど、春一番のチョウ類と多様な草花との関係を見てみ
ましょう。（かすがい東部丘陵自然観察会 会長　高橋
匡司氏）

かすがい東部丘陵自然観察会
春日井市少年自然の
家および周辺の森

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000079
30&caldate=2010-4-30

４月17日 土 ９：30

野生ニホンリスの保護活動をする中での環境教育の
実施（第１回）

「野生生物保全活動のためのフィールド学習とセミ
ナー」
午前中は東谷山の200万年前からの歴史と生物の現
在までのつながりをフィールドで学び、午後リスの生
態、ほ乳類としてのリスの特徴をパワーポイント・ビデ
オで座学学習。（初級・中級編）※受講料は全体で500
円

守山リス研究会 NGO 東谷山 尾張戸神社 なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
82&caldate=2010-4-30

４月17日 土 ９:00

ビバちきゅうきょうしつ ～生物多様性を育む自然を感
じよう～（第１回）

「生命を育む海 ～船に乗って日間賀島へGO! 干潟や
磯での生物観察、地引き網体験」海のにおい、風、生
き物を体いっぱいに感じることで、言葉より多くのことを
学んでもらいます。都会の生活の中ではわかりにくい
「生物多様性に支えられている」という事実を、思いっ
きり感じ取ってほしいとも思います。（貸切バス、昼食
付き）

なごや環境大学実行委員会／株式
会社中日新聞社 日間賀島 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000080
57&caldate=2010-4-30

４月16日 金 17:50

持続可能な社会XI　～各論編III（都市・流域・生物多様
性）～（第１回）

「流域圏の生態系保全を考える」
（名古屋大学工学研究科 准教授　戸田祐嗣氏）

愛知学長懇話会 学
名古屋市環境学習セ
ンター 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=M
onthly&action=View&event_id=00000080
91&caldate=2010-4-2

４月11日 日 10:00

春夏秋冬 有機菜園カフェ（第１回）

「夏野菜の種まきと苗植え」対象作物：トマト、ナス、カ
ボチャ、トウモロコシなど（有機農家　絹川努氏）

和LOHASの会 NGO
虹の古民家・瀧玉の
郷（弥富市竹田）

なごや環境大学共育講座
http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
41&caldate=2010-4-30

４月10日 土 ９:30
６人の生態学者による毎月一回の講演と観察会（第１
回）
「森の生きざまと生物多様性」（東北大学　中静透氏）

(社)日本山岳会東海支部／(社)国
土緑化推進機構

公益
法人
等

講演会：愛知県産業
労働センター（ウィンク
あいち）
観察会：猿投の森（瀬
戸市上山路町）

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.jac-tokai.jp/index.html

４月10日～
５月９日

土～日

地域の自然をこども達に伝える
「天白川河川敷花いっぱい運動」

きんぎょ草の満開時にあわせ、自然と一緒に親子フォ
トコンテストを行い、地域のこども達に自然の大切さを
伝える、イベントをおこなう。

原駅前商店街振興組合 天白川左岸河川敷
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/event/partner/detail.php?id=409
6

４月４日 日 ９:00

豊明二村山 春の自然観察会

　二村山に住む生きものたちや作業による効果を皆さ
んに見ていただく自然観察会を開催します。
　二村山を散策し、ヤマザクラのほかコバノミツバツツ
ジやフモトスミレなど里山の植物の可憐な花々、シジュ
ウカラ、コゲラなど雑木林の野鳥のかわいらしい姿を
観察します。

二村山環境保全推進協議会
豊明市沓掛町　二村
山緑地（県道沿い駐車
場集合）

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/event/partner/detail.php?id=415
9
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４月３日 土 18:30

いきもの地球会議 in 安城

　「市民が主役！生物多様性＆温暖化」と題して、安城
市民を中心に500名の参加者が集い、駐日デンマーク
大使をはじめ多彩なパネリストと共に「身近な問題意
識と環境行動」について楽しく学びます

安城市／中日新聞社
国／
企業

安城市文化センター
マツバホール

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=416
3

４月３日 土 ９:00

おかざき田んぼの樂校（第１回）

「田んぼづくりを観る」田おこし・しろかきなど、田んぼづ
くりのウォーミングアップ。

持続可能な豊かな社会をつくるネッ
トワーク NGO 岡崎市 なごや環境大学共育講座

http://www.n-
kd.jp/modules/piCal/index.php?smode=M
onthly&action=View&event_id=00000078
47&caldate=2010-4-30

４月1日 木 10:00

「スローフード親子クッキングセミナー」

　生物多様性条約会議　COP10にむけて、スローフー
ド・食育をテーマに親子でしめるクッキングセミナーをス
タートします。
　（特）生物多様性フォーラム「愛知の食でおもてなしプ
ロジェクト」で、ケータリングを担当する2人が、旬の野
菜や果物、安心安全な肉や魚、乳製品を使って、美容
や健康のバランス良い楽しくておいしいレシピをご提案
します。

（特）生物多様性フォーラム　愛知の
食でおもてなしプロジェクト

NGO
ウィルあいち　　料理
スタジオ

３月20日～
９月中旬頃

土～

特別展　進化の異端児・有害有毒生物展

主な展示物：
●海の有害有毒生物：ホホジロザメ(頭部模型)、ミノカ
サゴ（生体）、オニダルマオコゼ（生体）、ヒョウモンダコ
（生体）など
●河川の有害有毒生物：ピラニア（生体）、カンジル（生
体）など
●陸の有害有毒生物：有毒ヘビ（生体）、ダイオウサソ
リ（生体）、ヤドクガエル（生体）、マレーオオムカデ（生
体）など
●有害有毒植物・菌類：有毒な自生植物、園芸植物、
毒きのこなど
●その他：危険生物の注意喚起ポスターなど

財団法人日本モンキーセンター
公益
法人
等

日本モンキーセンター
ビジターセンター内特
別展示室

COP10支援実行委員会：COP10
パートナーシップ事業

http://www.j-
monkey.jp/event/index.html


