
生物多様性関係のNGO、企業、地方公共団体等の動き（2008年度） 2009年３月現在

月／日 曜日 開始時間 動き 主催者 種類 場所 参考URL 全体の動き

５月22日 木 13:30 国際生物多様性の日記念シンポジウム～企業と生物多様性～
生物多様性条約第10回締約国会議誘致委員
会

地公体
電気文化会館５階イベン
トホール

○COP９開催・COP10誘致決定予定
○COP10名古屋開催決定関係イベント・シンポジウム等（環境省・愛知県・名古
屋市）
○藤前干潟クリーン大作戦（藤前干潟クリーン大作戦実行委員会）
○愛鳥週間
○22日：生物多様性の日
○24日～：Ｇ８環境大臣会合（神戸市）

６月14日
～15日

土・
日

ちゅうぶエコライフフェア2008 中部地方環境事務所 国 オアシス21
○COP10名古屋開催決定関係イベント・シンポジウム等（環境省・愛知県・名古
屋市）

７月 ○北海道洞爺湖サミット（日本国政府）

８月31日 日 15:15
洞爺湖サミットより最新情報を名古屋へ!!　Ｇ８サミット報告会
（2008年G８サミットNGOフォーラム環境ユニット地域ミーティン
グ）

2008年G８サミットNGOフォーラム環境ユニット
／生物多様性フォーラム

NGO
名古屋ダイヤビル１号館
３階　131会議室

９月30日 火 19:30 生物多様性COP10市民プラットフォーム

草刈秀紀(WWFジャパン)、吉田正人(江戸川大
学/IUCN-J)、日比保史(コンサベーション・イン
ターナショナル) 、林雄太(A SEED JAPAN)、倉
澤七生(イルカ＆クジラ・アクションネットワー
ク)、星野智子(環境パートナーシップ会議：
EPC)、開発法子・道家哲平（日本自然保護協
会）、古南幸弘(日本野鳥の会)

NGO
東京都、環境パートナー
シップオフィス EPO会議
室

○エコアジア（環境省地球環境局）
○名古屋市環境デー（名古屋市）
○生物多様性広報・参画推進委員会（第１回）（29日、環境省自然環境局）
○生物多様性条約第１０回締約国会議及びカルタヘナ議定書第５回締約国会議
の我が国開催に関する関係省庁連絡会議設置（30日）

10月１日 水 13:30

なごや環境大学共育講座　「絶滅危惧種を守れ！ ～生物多様
性の保全に向けて～」
第１回　「生物多様性って、なに？ ～国連から名古屋の取り組
みまで～」（香坂玲（名古屋市立大学 准教授））

西生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 西生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006199

10月５日 土 14:00 生物多様性フォーラムNPO設立総会および記念講演会 生物多様性フォーラム NGO
本山文化会館 ３階会議
室

10月11日 土 14:00

なごや環境大学共育講座　　生物多様性に自分の入り口見つ
けよう！　ー生物多様性COP10を名古屋に迎えるために（第１
回）
「生物多様性条約の誕生ー1992地球サミットが積み残したも
の」（武者小路公秀(中部大学)）

生物多様性フォーラム／エコストック実行委員
会／なごや環境大学実行委員会

NGO/
地公体

名古屋市市政資料館第
３集会室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006121

10月15日 水 18:30 生物多様性研究会 生物多様性フォーラム NGO
名古屋市役所西庁舎12
階第16会議室

10月15日 水 14:00
生物多様性シンポジウム～知多地区における生物多様性保全
～

生物多様性条約第10回締約国会議支援実行
委員会

地公体 東海市役所

10月15日 水 15:30
生物多様性学習会（第２回）「生物多様性科学のすすめ　生態
学からのアプローチ」川を語る

（社）環境創造研究センター
公益法
人等

名古屋大学情報文化学
部４階SISラウンジ

10月18日 土 14:00
日進市生物多様性勉強会
「生物多様性COP10がやってくる―ボンCOP９で見えたこと―」
原野スキマサ氏（生物多様性フォーラム理事）

日進市（ＮＰＯ公募型委託事業、委託先：愛知
池周辺の環境を考える会、日進自然観察会、
愛知池友の会、日進里山リーダー会）

地公体
/NGO

日進市市民会館・展示
ホール

10月19日 日 13:15 なごや環境大学公開講座「コーヒーから考える生物多様性」 なごや環境大学実行委員会 学
伏見ライフプラザ５階
鯱城ホール

10月21日 火 10:00

なごや環境大学共育講座「食べて！歩いて！さわって！
ECO！ ～暮らしで感じる生物多様性～」
第１回　「暮らしで感じる生物多様性 ～だれでもよくわかる生物
多様性」（飯尾歩（中日新聞社 論説委員））

中生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 中生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006305

10月23日 水 18:00 生物多様性条約COP10開催に向けた意見交換会
環境省（自然環境局自然環境計画課生物多様
性地球戦略企画室）

国
東京都、環境パートナー
シップオフィス EPO会議
室

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10293

10月23
日、25日、

26日

木、
土、
日

石川里山フェア
（講演「落語的学問のすすめ　～文珍の里山談議～」（講師：桂
文珍）、対談「これからの里山」（桂文珍、あん・まくどなるど氏）
等）

石川県（環境部自然保護課） 地公体
石川県立音楽堂邦楽
ホール、夕日寺健民自
然園他

http://www.pref.ishikawa.jp/sizen/fair/index.htm

10月24日 金 生物多様性を地域づくりの観点から考える講演会 志民連いちのみや NGO
真清田神社参集殿（一
宮市）

http://www.shimin.org/

○Third Meeting of the Steering Committee of the Consortium of Scientific
Partners（21日～、ベルギー・ブリュッセル）
○ラムサール条約第10回締約国会議（27日～、韓国・昌原（チャンウォン）市）



10月25日 土 13:30

なごや環境大学公開講座　「2010年名古屋でこんな会議がひら
かれる！」
第１回　「みんなで知ろう！生物多様性条約国際会議」（道家哲
平（日本自然保護協会））

NPO法人地域国際活動研究センター／なごや
環境大学実行委員会

NGO／
地公体

名古屋国際センター 第
３研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006152

10月28日 火 14:00 生物多様性セミナー 水土里ネットあいち
公益法
人等

愛知県土地改良会館大
会議室

10月28日 火 10:00

なごや環境大学共育講座「食べて！歩いて！さわって！
ECO！ ～暮らしで感じる生物多様性～」
第２回　「おかえりやさい！ ～おいしい豚シャブを食べながら、
企業や名古屋の取り組みも味わおう！～」（ユニー(株)環境社
会貢献部／おかえりやさいプロジェクト）

中生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 中生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006305

10月29日 水 13:30

なごや環境大学共育講座　「絶滅危惧種を守れ！ ～生物多様
性の保全に向けて～」
第２回　「絶滅のおそれのある鳥類 ～Today birds, tomorrow
men.～」（小笠原昭夫（日本野鳥の会 会員））

西生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 西生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006199

11月１日 土 10:00

なごや環境大学共育講座　「なごや環境学～命をつなぐ生物多
様性～」
第１回　「『命をつなぐ里山』なぜ里山なのか？」（安田喜憲（生
物多様性なごや戦略会議 座長））

なごや環境大学実行委員会 地公体
伏見ライフプラザ12階 第
１研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006427

11月４日 火 10:00

なごや環境大学共育講座「食べて！歩いて！さわって！
ECO！ ～暮らしで感じる生物多様性～」
第３回　「現地学習　EXPOエコマネーって!? ～アスナル金山
EXPOエコマネーセンター～」（浦野洋一郎（NPO法人エコデザ
イン市民社会フォーラム））

中生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体
EXPOエコマネーセン
ター

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006305

11月５日 水 10:00
平成20年度環境カウンセラー研修（中部地区）
基調講演　「生物多様性～動物園の役割と動物園で学ぶこと
～」（東山動物園長　小林弘志）

中部地方環境事務所 国 名古屋国際会議場

11月８日
～９日

土・
日

10:00
平成20年度（社）日本造園学会中部支部大会
※公開シンポジウム「COP10（第10回生物多様性条約締結国
会議）への誘い」開催

(社)日本造園学会中部支部
公益法
人等

名古屋市立大学芸術工
学部

11月15日 土 13:00
金沢大学「里山プロジェクト」シンポジウム
『SATOYAMAの生物多様性保全～森・川・海のつながりを活か
した人のいとなみ～』

金沢大学「里山プロジェクト」／東北大学GCOE
「環境激変への生態系適応に向けた教育研
究」

独法
金沢大学  自然科学系
図書館 大会議室

11月15日 土 10:00

なごや環境大学共育講座　「なごや環境学～命をつなぐ生物多
様性～」
第２回　「『命をつなぐ名古屋の里山』の植物たち」（岡島徳岳
（前東山植物園長））

なごや環境大学実行委員会 地公体 東山動植物園 http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006427

11月15日 土 14:00

なごや環境大学共育講座　　生物多様性に自分の入り口見つ
けよう！　ー生物多様性COP10を名古屋に迎えるために（第２
回）
「フードマイレージで世界一周」（丹羽健司（東海フードマイレー
ジ協会会長)）

生物多様性フォーラム／エコストック実行委員
会／なごや環境大学実行委員会

NGO/
地公体

名古屋市市政資料館第
3集会室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006121

11月15日
～16日

土・
日

10:00 藤前干潟ふれあいデー2008
「藤前干潟ふれあいデー」実行委員会
（名古屋市、NPO法人藤前干潟を守る会、中部
地方環境事務所）

地公体
／NPO
／国

稲永ビジターセンター、
名古屋市野鳥観察館、
藤前活動センター

http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=91

11月15日
～16日

土・
日

9:00 第２回人と自然の共生国際フォーラム

人と自然の共生国際フォーラム実行委員会
（愛知県・瀬戸市・国際連合地域開発センター・
愛知県国際交流協会・中日新聞社・名古屋大
学・愛知県立大学・大学コンソーシアムせと・海
上の森の会・ＮＰＯ法人才の木）

地公体
／NPO
／国

愛知県立大学講堂、海
上の森、東京大学あいち
演習林、トヨタの森他

http://www.mu-academy.jp/forum/forum-shokai.aspx

11月16日 日 13:30

なごや環境大学共育講座　「2050年担い手塾 ～自分と身近な
ところから生物多様性を考えよう！～」
第１回　「人と人・人と自然のコミュニケーション」（辻淳夫（NPO
法人藤前干潟を守る会）／高野雅夫（名古屋大学））

NPO法人地域の未来・志援センター／なごや
環境大学実行委員会

NGO／
地公体

藤前活動センター レク
チャー室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006125



11月18日 火 10:00

なごや環境大学共育講座「食べて！歩いて！さわって！
ECO！ ～暮らしで感じる生物多様性～」
第４回　「最初の一歩！グリーンマップ ～グリーンマップとは？
～」（中川恵子（グリーンマップあいち））

中生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 中生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006305

11月19日 水 18:30
なごや環境大学共育講座　第2回愛知県技術士会講座
「生物多様性と市民生活」
（藤井敏夫氏：元愛知県環境部長）

（社）日本技術士会中部支部愛知県技術士会
／なごや環境大学実行委員会

公益法
人等／
地公体

伏見ライフプラザ21 http://www.n-kd.jp/modules/tinycontent/rewrite/gb08a/B47.pdf

11月19日 水 13:30

なごや環境大学共育講座　「絶滅危惧種を守れ！ ～生物多様
性の保全に向けて～」
第３回　「絶滅のおそれのある昆虫 ～蝶の絶滅を憂いて～」
（細川光美（日本鱗翅学会 会員））

西生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 西生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006199

11月20日 木 14:00
生物多様性学習会（第３回）「ヒトは環境を壊す動物・・環境破
壊は人間の『心の限界』」

（社）環境創造研究センター
公益法
人等

SMBCパーク栄

11月21日 金 16:30

名古屋市立大学連続セミナー「衣食住から考える企業と生物多
様性」
（ビジネスと生物多様性イニシアティブについて：ビジネスと生
物多様性イニシアティブ事務局（元ドイツ連邦環境省職員）エド
ガー・エンドリケーティス）

名古屋市立大学 大学
名古屋市立大学病院
病棟・中央診療棟 3階大
ホール

http://www.nagoya-cu.ac.jp/jimu/jyouhou/081121cop10.pdf

11月22日 土 13:30

なごや環境大学公開講座　「2010年名古屋でこんな会議がひら
かれる！」
第２回　「生物多様性とフェアトレード」（杉本皓子（フェアトレー
ドショップ店長）／杉戸ひろ子（かけこみ女性センターあいち））

NPO法人地域国際活動研究センター／なごや
環境大学実行委員会

NGO／
地公体

フェアトレードショップオ
ゾン ２階会議室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006152

11月25日 火 10:00

なごや環境大学共育講座　「食べて！歩いて！さわって！
ECO！ ～暮らしで感じる生物多様性～」
野外実習「グリーンマップでまちを歩こう！ ～大須エコマップ
～」（北村政智（NPO法人地域の未来・志援センター））

中生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 リサイクル推進センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006305

11月25日 火 18:00 第４回世界自然保護会議　参加報告会 生物多様性JAPAN NGO
中央大学理工学部(後楽
園キャンパス)　5233教
室

http://www.bdnj.org/

11月26日
～27日

水・
木

13:00 第３回海の再生全国会議
全国海の再生プロジェクト事務局
（国土交通省港湾局　国際・環境課等）

国
名古屋逓信会館　ユニ
オンホール

11月28日 金 13:30

平成20年度環境教育講座「低炭素社会・循環型社会・自然共
生社会の実現に向けた取組」
「～生物多様性とは～　生物多様性条約第10 回締約国会議
（COP10）の開催に向けた生物多様性への理解と保全活動」

環境省中部地方環境事務所 国
あいちＮＰＯ交流プラザ
大会議室

http://chubu.env.go.jp/pre_2008/data/0916a_1.pdf

11月29日 土 10:00

なごや環境大学共育講座　「なごや環境学～命をつなぐ生物多
様性～」
第３回　「命をつなぐ水田、島畑」（高山博好（耕さない田んぼの
学校エコたん 代表））

なごや環境大学実行委員会 地公体
伏見ライフプラザ12F 第
1研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006427

11月29日 土 14:00
日進市生物多様性勉強会
海の使者・クジラが教えてくれる生物多様性
山下　洋氏（元ORCALAB（カナダシャチ生態研究所）研究員）

日進市（ＮＰＯ公募型委託事業、委託先：愛知
池周辺の環境を考える会、日進自然観察会、
愛知池友の会、日進里山リーダー会）

地公体
/NGO

日進市市民会館・展示
ホール

11月29日 土 13:00
あいち自然環境保全戦略（仮称）タウンミーティング
 (基調講演：香坂名古屋市立大学準教授、保全戦略概要説
明、参加者意見発表）

愛知県 地公体 豊橋駅前文化ホール

11月29日
～30日

土、
日

13:00
第２回中部ESD拠点総会及び第２回中部ESD拠点フォーラム開
催

中部ESD拠点協議会・第２回中部ESD拠点
フォーラム実行委員会

地公体
名古屋大学環境総合館
（レクチャーホール）

http://chubu-esd.net/sokai2.html

11月30日 日 13:00
あいち自然環境保全戦略（仮称）タウンミーティング
 (基調講演：芹沢愛知教育大学教授、保全戦略概要説明、参
加者意見発表）

愛知県 地公体 SMBCパーク栄

○平成20年度生物多様性総合評価検討委員会（第１回）（４日、環境省自然環境
局）
○Expert Meeting on South-South Cooperation on Biodiversity （６日～、カナダ・
モントリオール）
○生物多様性広報・参画推進委員会（第２回）（７日、環境省自然環境局）
○生物多様性企業活動ガイドライン検討会（第１回）（10日、環境省自然環境局）
○First meeting of the Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and
Climate Change（17日～、イギリス・ロンドン）
○Fourth meeting of the Informal Advisory Committee on the Biosafety
Clearing-House（17日～、モントリオール・カナダ）
○Fifth meeting of the Compliance Committee under the Cartagena Protocol on
Biosafety（19日～、マレーシア・クアランプール）
○国指定白山鳥獣保護区更新（中部地方環境事務所）
○藤前干潟クリーン大作戦（藤前干潟クリーン大作戦実行委員会）
○「地球生き物応援団」発足



12月２日 火 10:00

なごや環境大学共育講座「食べて！歩いて！さわって！
ECO！ ～暮らしで感じる生物多様性～」
第６回　「感じる生物多様性を探そう ～感じる生物多様性を持
ち寄ろう！～」（萩原喜之（NPO法人中部リサイクル運動市民の
会））

中生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 中生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006305

12月３日 水 13:30

なごや環境大学共育講座　「絶滅危惧種を守れ！ ～生物多様
性の保全に向けて～」
第４回　「絶滅のおそれのある海洋生物 ～名古屋港水族館の
取り組み～」（名古屋港水族館職員）

西生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 西生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006199

12月５日 金 14:00
名古屋市立大学　連続セミナー「衣食住から考える企業と生物
多様性」

財団法人バイオインダストリー協会／名古屋
市立大学

大学
名古屋市立大学病院
病棟・中央診療棟 3階大
ホール

www.nagoya-cu.ac.jp/jimu/jyouhou/081205cop10.pdf

12月６日 土 14:00 生物多様性シンポジウム　岐阜から生物多様性を考える 岐阜市／岐阜生物多様性研究会
NGO／
地公体

ハートフルスクエアＧ

12月６日 土 13:00
ため池の自然研究会第18回研究発表会
（大沼淳一氏「生物多様性条約第10回締約国会議COP10名古
屋開催を基点に生物多様性センターを」他）

ため池の自然研究会 NGO
愛知県勤労会館（つるま
いプラザ）　第３講習室

12月10日 水 18:30
「洞爺湖サミットフォローセミナー　～2010年生物多様性条約会
議に向けて、青年が動き出す！～」

国際青年環境NGO A SEED JAPAN NGO
ウィルあいち ２階　セミ
ナー室６

http://www.aseed.org/

12月11日 木 13:30

なごや環境大学共育講座「環境カウンセラーと行くVI ～食べ物
と環境のいい関係～」
「遺伝子組み換え作物に関する講義と実験」野菜からのDNA抽
出実験／遺伝子組み換え食品の判別実験

岡本明子（環境カウンセラー）／なごや環境大
学実行委員会

NGO/
地公体

エコパルなごや http://www.n-kd.jp/modules/piCal/index.php?action=View&event_id=0000006278

12月12日 金 9:00
生物多様性キャラバンセミナー（三好町立緑丘小学校）
（COP10と生物多様性の説明と質疑、実演「体感しよう！いのち
のつながり」　長谷川明子先生）

愛知県 地公体 三好町立緑丘小学校 http://www.pref.aichi.jp/0000020623.html

12月13日 土 14:00
日進市生物多様性勉強会
フィリピンの今とフェアートレードの明日
杉本皓子氏（フェアトレードショップ「オゾン」代表取締役）

日進市（ＮＰＯ公募型委託事業、委託先：愛知
池周辺の環境を考える会、日進自然観察会、
愛知池友の会、日進里山リーダー会）

地公体
/NGO

日進市新図書館・ 視聴
覚ホール

12月13日 土 14:00

なごや環境大学共育講座　　生物多様性に自分の入り口見つ
けよう！　ー生物多様性COP10を名古屋に迎えるために（第３
回）
「水産資源は誰のもの」（山下洋(水族館を考える仲間たち)）

生物多様性フォーラム／エコストック実行委員
会／なごや環境大学実行委員会

NGO/
地公体

名古屋市市政資料館第
３集会室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006121

12月13日 土 10:00

なごや環境大学共育講座　「なごや環境学～命をつなぐ生物多
様性～」
第４回　「命をつなぐ里山の生物たち」（矢部隆（愛知学泉大学
教授）／ちかざわ昌行（日本鱗翅学会／名古屋昆虫同好会））

なごや環境大学実行委員会 地公体
伏見ライフプラザ12F 第
1研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006427

12月13日 土 13:30
「豊かな豊田の自然を求めて―豊田市の外来生物問題を考え
る―」

豊田市環境政策課、豊田市自然観察の森 地公体 エコット

12月13日 土 13:30
第14回山川里海セミナー「三河湾の里海が危ない」
（お魚マイスター　神谷友成氏、愛知県水産試験場主任研究員
石田基雄氏）

伊勢三河湾流域ネットワーク NGO
中央卸売市場　中央管
理棟2階多目的室

http://www.isemikawa.net/?eid=1082959

12月13日 土 13:30 第2回中部東海ＥＳＤ勉強会
中部ＥＳＤ拠点推進会議／中部大学伊勢三河
湾流域圏研究会

NGO／
学

中部大学名古屋キャン
パス

12月14日 日 13:30

なごや環境大学公開講座　「2010年名古屋でこんな会議がひら
かれる！」
第３回　「生物多様性COP10とNGOの役割」（今村和志（NPO法
人表浜ネットワーク 主任研究員））

NPO法人地域国際活動研究センター／なごや
環境大学実行委員会

NGO／
地公体

名古屋国際センター 第
１研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006152

12月14日 日 14:00 藤前フォーラム（ラムサール条約COP10韓国昌原会議報告） 藤前干潟を守る会 NGO
稲永ビジターセンター研
修室

○東、南及び東南アジアにおける生物多様性条約国別報告書作成支援ワーク
ショップ（２日～、日本・つくば）
○生物多様性評価・指標に関する専門家会合（５日、東京）
○生物多様性企業活動ガイドライン検討会（第２回）（８日、東京）
○平成20年度　生物多様性総合評価検討委員会（第２回）（17日、東京）



12月15日 月 -
平成20年度　愛知県　県政世論調査結果発表
（COP10及び生物多様性について…COP10の開催時期・開催
地を”知っている”のは36％）

愛知県 知事政策局 広報広聴課 地公体 - http://www.pref.aichi.jp/0000020713.html

12月19日 金 18:00
世界が注目するCOP10とビオトープ
（講演：国土交通省中部地方整備局長　佐藤直良氏、（財）日
本生態系協会理事　堂本泰章氏）

（財）日本生態系協会、日本ビオトープ管理士
会

公益法
人等

ウィルあいち（愛知県女
性総合センター）３階大
会議室

12月21日 日 14:00
なごや環境大学共育講座　「市民と考える生物多様性」
第１回　都市緑化と生物多様性を考える（名古屋市緑政土木局
職員／高橋美枝子（環境カウンセラー））

エコプラットフォーム東海／なごや環境大学実
行委員会

NGO／
地公体

伏見ライフプラザ http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006311

12月23日 火 13:30

なごや環境大学共育講座　「2050年担い手塾 ～自分と身近な
ところから生物多様性を考えよう！～」
第２回　「生物多様性と持続可能性」（高野雅夫（名古屋大学）
／駒宮博男）

NPO法人地域の未来・志援センター／なごや
環境大学実行委員会

NGO／
地公体

未定（11月５日現在） http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006125

12月23日 火 13:30
名古屋哺乳類研究会2008年12月例会
（長谷川明子氏「COP10とは」、子安和弘氏「愛知県レッドデー
タ2004年から５年」など）

名古屋哺乳類研究会／日本哺乳類学会中部
地方会／ビオトープを考える会

NGO
名古屋大学農学部　第８
講義室

12月23日 火 13:30

「生物多様性シンポジウム―東三河における生物多様性と農
林業―」
（基調講演「生物多様性と農林業」桐蔭横浜大学 医用工学部
特任教授　涌井　史郎 氏、東三河における生物多様性保全等
の取組に関する事例発表）

生物多様性条約第10回締約国会議支援実行
委員会

地公体
駅前文化ホール（豊橋市
駅前大通二丁目33番地
の1　開発ビル10階）

12月24日 水 13:30

なごや環境大学共育講座　「絶滅危惧種を守れ！ ～生物多様
性の保全に向けて～」
第５回　「絶滅のおそれのあるほ乳動物 ～ビグミーチンパン
ジーの生態を追って～」（五百部裕（杉山女学院大学 教授））

西生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 西生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006199

１月７日 水 13:30

なごや環境大学共育講座　「絶滅危惧種を守れ！ ～生物多様
性の保全に向けて～」
第６回　「生物多様性の行く末 ～生物進化の不思議～」（熊澤
慶伯（名古屋市立大学 教授））

西生涯学習センター／なごや環境大学実行委
員会

地公体 西生涯学習センター http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006199

１月11日 日 13:30

なごや環境大学共育講座　「生物多様性ってなあに？「レッツト
ライ環境教育」PART5」
第１回　「COP10ってなあに？ ～先生、教えて！～」（高山進
（三重大学生物資源学部 教授）／浅野智恵美（環境カウンセ
ラー））

浅野智恵美（環境カウンセラー）／なごや環境
大学実行委員会

個人／
地公体

東桜会館 http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006171

１月17日 土 10:00

なごや環境大学共育講座　「なごや環境学～命をつなぐ生物多
様性～」
第５回　「命をつなぐ食文化」（平工佐富（農業センター 農業相
談員））

なごや環境大学実行委員会 地公体
伏見ライフプラザ12F 第
１研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006427

１月17日 土 13:30

なごや環境大学共育講座　「2050年担い手塾 ～自分と身近な
ところから生物多様性を考えよう！～」
第３回　「人間のくらしの多様性」（高野雅夫（名古屋大学）／駒
宮博男）

NPO法人地域の未来・志援センター／なごや
環境大学実行委員会

NGO／
地公体

未定（12月26日現在） http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006125

１月17日 土 14:00

あなたも日本語で参加できる国際会議「プレ生物多様性
COP10」
アジア人がアジアの生物多様性保全の実情と重要性を語り合
うしゃべり場

伊勢・三河湾ネットワーク NGO
名古屋国際センター１F
別棟ホール

http://www.isemikawa.net/?eid=1121515

１月18日 日 14:00
なごや環境大学共育講座　「市民と考える生物多様性」
第２回　都市の水辺生物多様性を考える（岡本明子（日本めだ
かトラスト協会）／大矢美紀（山崎川グリーンマップ））

エコプラットフォーム東海／なごや環境大学実
行委員会

NGO／
地公体

伏見ライフプラザ http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006311

１月20日 火 小中学生向け生物多様性についての冊子完成 高山市 地公体 -

１月22日 木 17:00
平成２０年度なごやかトーク　生き物いっぱいの地球(ほし)への
メッセージ

名古屋市環境局地球温暖化対策室 地公体
千種文化小劇場（名古
屋市千種区）



１月23日 金 9:00
愛知県生物多様性キャラバンセミナー（西尾市立鶴城小学校）
（COP10と生物多様性の説明と質疑、実演「体感しよう！いのち
のつながり」　長谷川明子先生）

愛知県 地公体 西尾市立鶴城小学校 http://www.pref.aichi.jp/0000021724.html

１月23日 金 12:30
平成20年度地球環境基金 中部・北陸ブロック「環境NGOと市
民の集い」～市民・NGO・企業が協働して生物多様性の豊かな
社会へ～

独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基
金部／企画運営：特定非営利活動法人パート
ナーシップ・サポートセンター

公益法
人等／
NGO

ウィルあいち（愛知県女
性総合センター）

http://www.erca.go.jp/jfge/col/pdf/meet_tyuhoku20.pdf

１月24日 土 13:00
生物多様性と「持続可能な発展のための教育（ESD）」フォーラ
ム

愛知県／中部大学
地公体
／学

中部大学 三浦幸平メモ
リアルホール

http://www.chubu.ac.jp/future_events/images/154_attach.pdf

１月24日 土 14:00

なごや環境大学共育講座　　生物多様性に自分の入り口見つ
けよう！　－生物多様性COP10を名古屋に迎えるために（第４
回）
「生物多様性条約で世界を変えられる？　カウントダウン2010」
とは？」（竹内正美(エコストック実行委員会））

生物多様性フォーラム／エコストック実行委員
会／なごや環境大学実行委員会

NGO/
地公体

名古屋市市政資料館第
３集会室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006121

１月25日 日 13:00
生物多様性条約市民ネットワーク設立総会
（趣意書、規約、事業計画などの検討と承認、役員等の選任、
今後の活動についての意見交換）

呼びかけ人：草刈秀紀、吉田正人、日比保史、
林雄太、倉澤七生、星野智子、開発法子、道
家哲平、古南幸弘、伊藤よしの、伊藤昌尚、原
野スキマサ、山下洋、高山進、安在尚人、辻淳
夫

NGO
名古屋都市センター　11
階 大研修室

http://www.eic.or.jp/event/?act=view&serial=17302&category=

１月25日 日 9:30
中部ＥＳＤ拠点フラッグシッププロジェクト　伊勢・三河湾流域圏
ＥＳＤフォーラム
～生物多様性と文化の多様性をめざして～

中部大学伊勢・三河湾流域研究会／中部ＥＳ
Ｄ拠点推進会議

学／
NGO

中部大学51号館

１月25日 日 13:30

なごや環境大学共育講座　「生物多様性ってなあに？「レッツト
ライ環境教育」PART5」
第２回　「マルハナバチとまっかなトマト」（浅野智恵美（環境カ
ウンセラー））

浅野智恵美（環境カウンセラー）／なごや環境
大学実行委員会

個人／
地公体

東桜会館 http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006171

１月30日 金 13:30

平成20 年度環境教育講座「低炭素社会・循環型社会・自然共
生社会の実現に向けた取組」
「～東山の森で学ぶ生物多様性～自然復元、サンクチュアリ、
生き物とのふれあい、多様な楽しみの提供による生物多様性
の保全」

環境省中部地方環境事務所 国
東山公園「いのちの森」
（雨天の場合は千種ス
ポーツセンター）

http://chubu.env.go.jp/pre_2008/data/0916a_1.pdf

１月30日 金 15:30
生物多様性学習会（第４回）「リスクを語る。生物多様性とのか
かわり」

（社）環境創造研究センター
公益法
人等

名古屋大学情報文化学
部４階SISラウンジ

http://www.kankyosoken.or.jp/

１月30日 金 17:00
名古屋市立大学連続セミナー「衣食住から考える企業と生物多
様性」
（漁業資源と生物多様性：中部水産株式会社　神谷友成氏）

名古屋市立大学 学
名古屋市立大学病院
病棟・中央診療棟3 階大
ホール

http://www.nagoya-cu.ac.jp/jimu/jyouhou/090130cop10.pdf

１月31日 土 10:00
なごや環境大学共育講座　「なごや環境学～命をつなぐ生物多
様性～」
第６回　「命をつなぐ里山」（鷲見哲也（大同工業大学 准教授））

なごや環境大学実行委員会 地公体
伏見ライフプラザ10F第２
研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006427

１月31日 土 13:00 里海シンポジウム　in　志摩 環境省（水・大気局水環境課）／志摩市
国／地
公体

志摩市商工会館　多目
的ホール

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10654

２月１日 日 10:00
地域資源を活かした資源循環、生物の多様性
環境シンポジウム in 豊田

持続可能な流域環境シンポジウム実行委員会
／東海バイオマス発見活用協議会

NGO 豊田スタジアム

２月４日 水 10:30
「味わって知る わたしたちの海」
（講師：日間賀島で体験漁業を営む宮地明彦氏）

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 http://www.isemikawa.net/?eid=1097156

２月７日 土 13:30

なごや環境大学共育講座　「2050年担い手塾 ～自分と身近な
ところから生物多様性を考えよう！～」
第４回　「地域のテーマと自分のテーマ」（高野雅夫（名古屋大
学）／井上淳之典）

NPO法人地域の未来・志援センター／なごや
環境大学実行委員会

NGO／
地公体

未定（12月26日現在） http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006125

２月７日 土 13:30

愛知県生物多様性キャラバンセミナー（新城市）
（「森の管理について」特定非営利活動法人穂の国森づくりの
会　理事　原田敏之氏、「最近の野生ニホンザルと個体群管理
の方向性」京都大学霊長類研究所　教授　渡邊邦夫氏、他）

愛知県／新城市 地公体
新城文化会館　大会議
室

http://www.pref.aichi.jp/0000022133.html

○Access and Benefit-sharing: Group of Technical and Legal Experts on
Compliance（27日～、日本・東京）



２月８日 日 13:30

なごや環境大学共育講座　「生物多様性ってなあに？「レッツト
ライ環境教育」PART5」
第２回　「わたしのまちの○と×」（浅野智恵美（環境カウンセ
ラー））

浅野智恵美（環境カウンセラー）／なごや環境
大学実行委員会

個人／
地公体

東桜会館 http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006171

２月10日 火 13:30
「生物多様性シンポジウム―西三河における生物多様性保全
―」

生物多様性条約第10回締約国会議支援実行
委員会

地公体
愛知県西三河総合庁舎
10階大会議室

http://www.cop10.jp/aichi-nagoya/information/img/chirashi8.pdf

２月10日 火 13:30
愛知県生物多様性キャラバンセミナー（弥富市）
（「生物多様性ってなぁ～に？」－持続的なビジネスへのビッグ
チャンス－ビオトープを考える会長　長谷川明子氏、他）

愛知県／弥富市 地公体
十四山総合福祉セン
ター

http://www.pref.aichi.jp/0000022133.html

２月11日 水 13:30 愛知県生物多様性キャラバンセミナー（蒲郡市）
愛知県／蒲郡市／三河湾環境チャレンジ実行
委員会

地公体
蒲郡商工会議所コンベ
ンションホール

http://www.pref.aichi.jp/0000021970.html

２月14日 土 10:00

なごや環境大学共育講座　「なごや環境学～命をつなぐ生物多
様性～」
第７回　「命をつなぐ里山から街へ」（杉野尚夫（中部都市学会
会長））

なごや環境大学実行委員会 地公体
伏見ライフプラザ10F第２
研修室

http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006427

２月14日 土 13:30
湿地シンポジウム　都市の中の湿地を考える　今、湿地でなに
ができるか・・・　みんなと共に考えよう！

大高緑地の湿地を復元する会／白玉星草と八
丁トンボを守る島田湿地の会／小幡緑地水生
園を育む会、滝ノ水緑地公園愛護会／水源の
森と八竜湿地を守る会

NGO
鶴舞公園内 緑化セン
ター　２階　講習室

２月15日 日 10:00
愛知県生物多様性キャラバンセミナー（豊橋市）
（自然史博物館と動植物園の見学等を通して、いきものの昔と
今を見て未来を考える他）

愛知県／豊橋市 地公体 豊橋総合動植物公園 http://www.pref.aichi.jp/0000022133.html

２月15日 日 14:00
なごや環境大学共育講座　「市民と考える生物多様性」
第３回　鳥獣被害と生物多様性を考える（山田辰義（枇杷島猟
友会 会長）／高橋美枝子（環境カウンセラー））

エコプラットフォーム東海／なごや環境大学実
行委員会

NGO／
地公体

伏見ライフプラザ http://www.n-kd.jp/modules/piCal/?event_id=0000006311

２月16日 月 14:00

なごや環境大学　講演会・トークショー
（第1部「講演会　環境都市を目指して～環境先進国　スイス・ド
イツからの提言～」、第２部「カール＆生物多様性アドバイザー
とのトークショー及び交流会」）

なごや環境大学実行委員会 地公体

第1部　東海工業専門学
校大講義室（金山・中京
大学文化市民会館前）、
第２部　インテリア・デザ
イン・ショールーム like
air + water（浅間町）

２月22日 日 9:00 健森自然観察会「バードウォッチング」
財団法人愛知県都市整備協会 あいち健康の
森公園管理事務所

公益法
人等

あいち健康の森公園（園
内全域）

２月22日 日 13:30

愛知県生物多様性キャラバンセミナー（半田市）
（「カビが地球を救う？」～醸造とバイオ科学の融合による環
境・エネルギー問題対策～　中部大学　応用生物学部環境生
物科学科　助教　金政真氏、他）

愛知県／半田市 地公体
半田市市民交流セン
ター　ホール

http://www.pref.aichi.jp/0000022580.html

２月28日 土 13:30

愛知県生物多様性キャラバンセミナー（一宮市）
（取り組み事例発表（びおっこの会、平成ホタルの会、志民連い
ちのみや）「のこり染・・食べもの材料の”のこり”からの染色技
術」艶金興業株式会社　常務取締役　墨勇志氏、他）

愛知県／一宮市 地公体
一宮地場産業ファッショ
ンデザインセンター

http://www.pref.aichi.jp/0000022580.html

３月５日 木 10:30
「味わって知る わたしたちの海」伊勢湾・三河湾のハマグリとア
サリ

伊勢三河湾流域ネットワーク NGO 昭和生涯学習センター http://www.isemikawa.net/?eid=1117670

３月７日～
８日

土、
日

9:00
みんなで描く生命の方舟～生物多様性いろりばた会議～
環境教育ミーティング中部2008

環境教育ミーティング中部実行委員会／社団
法人　日本環境教育フォーラム

NGO／
公益法
人等

トヨタ白川郷自然學校
（岐阜県大野郡白川村
馬狩223）

○Meeting of the COP Bureau（13日、ケニア・ナイロビ）
○First meeting of the Group of the Friends of the Co-Chairs Concerning
Liability and Redress in the Context of the Cartagena Protocol on Biosafety（23
日～27日、メキシコ・メキシコシティー）



３月８日～
９日

日、
月

10:00 伊勢湾再生研究プロジェクト・社会系グループ　公開研究会 伊勢湾再生研究プロジェク NGO 桑名市中央公民館

３月10日 火 19:00

地球のいのち、つないでいこう～生物多様性の保全に向けて
～
（第１部「トークライブ」、第２部「パネルディスカッション」名古屋
における生物多様性の取り組み）

（社）名古屋青年会議所／なごや環境大学実
行委員会

公益法
人等／
地公体

鯱城ホール（伏見ライフ
プラザ５階）

３月12日 木 13:30

～環境省生物多様性支援事業～里山の生物多様性を考える
ワークショップ
（「石川の里山生物多様性保全再生事業について」中村　浩二
氏（石川の里山生物多様性保全再生事業推進協議会会長、金
沢大学里山プロジェクト代表）、「放置里山林の再管理と昆虫の
多様性」松本　和馬 氏（森林総合研究所森林昆虫研究領域昆
虫生態研究室） 、「遺伝解析に基づく里山の生物多様性保全」
井鷺　裕司 氏 （京都大学大学院農学研究科森林生物研究
室））

石川の里山生物多様性保全再生事業推進協
議会／金沢大学里山プロジェクト

地公体
／学

石川県青少年総合研修
センター（ユースパルい
しかわ）

３月14日 土 13:30
映像上映＆講演会
宇宙船地球号とともに！～名古屋発、ＣＯＰ１０に向けて

名古屋市男女平等参画推進センター指定管理
者 ＮＰＯ法人参画プラネット／ＮＰＯ法人宇宙
船地球号

NGO
名古屋市男女平等参画
推進センター

http://tsunagalet-club.net/event2008/event090314.html

３月14日 土 14:00

名古屋南部の公害と生物多様性を考える～大気汚染公害患
者の思い～
（「生物多様性条約ＣＯＰ１０を迎える名古屋南部公害患者の思
い」南区公害患者と家族の会相談役　伊藤栄氏）

中部の環境を考える会 NGO
名古屋市南生涯学習セ
ンター　第３集会室

３月20日 金 13:00

レッドデータブックで見るあいちの生物多様性
（基調講演「COP10とレッドデータブックあいち―生物多様性保
全のために―」芹沢俊介氏（愛知教育大学教育学部自然科学
系教授）他）

愛知県／瀬戸市 地公体
パルティせと　アリーナ
（瀬戸市栄町45番地）

http://www.pref.aichi.jp/0000022586.html

３月21日 土 13:30

「生物多様性のホントの意味」～生物多様性を考えるシンポジ
ウムIN一宮
（「ニホンオオカミからイリオモテヤマネコまで「生物多様性」の
ホントの意味」山根一眞氏、「のこり染・・食べもの材料の”のこ
り”からの染色技術」墨勇志氏、他）

愛知県／一宮市 地公体 アイプラザ一宮 http://www.pref.aichi.jp/0000022131.html

３月22日 日 13:30

「ものづくりと生物多様性」～生物多様性を考えるシンポジウム
IN豊田
（「ロボットと生物多様性」養老孟司氏、「カタツムリに学ぶすま
いの防汚技術」井須紀文氏、他）

愛知県／豊田市 地公体
豊田市福祉センター　講
堂

http://www.pref.aichi.jp/0000022131.html

３月22日 日 10:00 なごや西の森づくり「第8回植樹祭」
戸田川みどりの夢くらぶ／高年大学園芸緑友
会／名古屋市／(財)名古屋市みどりの協会

NGO／
地公体
／公益
法人等

戸田川緑地中央地区 http://www.nga.or.jp/institution/todagawa/nishinomori/syokujusai08.html

赤字 … 生物多様性条約関係会議
青字 … その他の自然環境関係の条約等の動き

○第３次生物多様性国家戦略点検第１回（環境省自然環境局）
○生物多様性条約第４次国別報告書提出（30日まで）


