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もっと自然と仲良くなる10年

国連生物多様性の10年記念行事
inあいち・なごや

全国生物多様性自治体フォーラム

▲

10月7日（金）／13：00～16：00

ブース展示

▲

10月8日（土）／10：00～18：00、 9日（日）／10：00～17：00

ステージイベント

▲

大村愛知県知事・河村名古屋市長によるトークショーほか  
10月8日（土）／10：00～11：00
生物多様性トークショー  
10月9日（日）／10：45～11：15  出演 ：  鉄崎幹人 氏（アウトドア自然派タレント）

工作教室や料理体験など、4つのワークショップ他

▲

10月8日（土）、9日（日）／10：00～16：00

生物多様性わくわくフォーラム

▲

「生物多様性ビオトープネットワーク」  10月8日（土）／10：30～12：30
「生物多様性を保全して、まちを元気に！」  10月8日（土）／13：30～15：30
「いのちをはぐくむ農漁業といのちをいただく食との環」  10月9日（日）／10：30～12：30
若者からの熱いメッセージ！「僕らと考えよう生物多様性」  10月9日（日）／13：30～15：30
名大カフェ第15回「木と森の多様性」  10月9日（日）／14：00～15：30
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●詳しい内容はサイトをご覧ください。 http://www.pref.aichi.jp/0000044383.html

鉄崎幹人

大村知事 河村市長

20112011
10.7［金］から
 　10.9［日］まで
10.7［金］から
 　10.9［日］まで

集いの広場  愛知芸術文化センター12F アートスペース

発信の広場  オアシス21 銀河の広場

体験の広場  NHK名古屋放送センタービル1F プラザウェーブ21

参加無料
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錦通大津錦通大津 錦通久屋錦通久屋 東新町北東新町北

錦三丁目錦三丁目

NHK名古屋放送センター

愛知芸術文化センター

オアシス21N

●主催／ ●共催／国連生物多様性の10年日本委員会、環境省、名古屋市
グリーン電力
本イベントで使用する電力は、
グリーン電力で賄われています。



A～Eの参加については、事前申込により先着順に参加者を決定します。参加を希望され
る方は、代表者の氏名、住所、電話番号、参加希望人数、参加希望フォーラム（タイトル左
のA～E）を9月26日（月）17:00までに以下の事務局までE-mailまたはFAXにてご連絡く
ださい。9月30日（金）までに整理券を発送いたします。

集いの広場 発信の広場 体験の広場

10月7日（金）
全国生物多様性
　　　　  自治体フォーラム

13：00～16：00
アートスペースA・定員約20名（事前申込制）

生物多様性に係る全国の自治体での先進的な
取組の発表や意見交換などを行います。 

10月8日（土）
ステージイベント

オープニングセレモニー
10：00～11：00
●大村愛知県知事・

河村名古屋市長によるトークショー
　司会／さやか結

（NHK名古屋「さらさらサラダ」キャスター）

●幅下幼稚園（名古屋市西区）の園児による歌

10月8日（土）

10：30～12：30
アートスペースA・定員180名（事前申込制）

「生物多様性ビオトープネットワーク」

「生物多様性を保全して、
　　まちを元気に！」

NPO法人 日本ビオトープ協会顧問
鈴木  邦雄 氏

コーディネーター／元COP10支援実行委員会総括参与
林  清比古 氏

生物多様性わくわくフォーラム

13：30～15：30
アートスペースA・定員180名（事前申込制）

観光カリスマ（日間賀観光ホテル代表）
中山 勝秀古 氏

NPO法人 都市と農山村交流スローライフセンター
杉野　賢治 氏

コーディネーター／愛知県立大学 教授
小栗  宏次 氏

10月8日（土）・9日（日）／10：00～16：00

10月8日（土）・9日（日）／10：00～16：00・各日先着600名

開始時間（両日）／10：00、11：00、12：00、
　　　　　13：00、14：00、15：00

各回定員12名

生物多様性を体感する
４つのワークショップを行います。

●竹細工と竹・草花を使ったおもちゃづくり
  （日進里山リーダー会）

開始時間（両日）／10：00、11：00、13：00、
　　　　　14：00、15：00

各回定員12名

●自然のおくりもので作ろう、
　　　　　　世界に一つの宝もの

  （知多自然観察会）

開始時間（両日）／10：30、12：30、14：30
各回定員10名

●あいちの伝統野菜を体感してみよう
  ～生物多様性クッキング～

  （こうなんエコチャレンジ21）

開始時間（両日）／10：00、13：00、14：30
各回定員12名

●花祭りの装飾品「ざぜち」づくり
  （花祭会館）

10月9日（日）

10：30～12：30
アートスペースA・定員180名（事前申込制）

安城市榎前町内会会長
加藤  辰雄 氏

愛知県しらす・いかなご船びき網連合会事務局長
福林　徹 氏

コープあいち商品活動推進部担当部長
堤　英祐 氏

コーディネーター／名古屋大学大学院 特任准教授
杉山  範子 氏

13：30～15：30
アートスペースA・定員180名（事前申込制）

Nagoya Environment Organization (NEO) 代表
有馬  佑亮 氏

始め中・高・大学生

「いのちをはぐくむ農漁業と
いのちをいただく食との環」

14：00～15：30
アートスペースE、F・定員50名（当日先着順）
　　　　  ●ご参加にはお飲み物代が必要となります。

名古屋大学 大学院生命農学研究科
山本  進一 教授

　　　　　　　名古屋大学 産学官連携推進本部
武田　穣 教授

名大カフェ第15回 「木と森の多様性」

若者からの熱いメッセージ！
「僕らと考えよう生物多様性」

10月9日（日）

生物多様性トークショー
10：45～11：15
名古屋市唯一のアウトドア自然派タレント・鉄
崎幹人氏とゲストによる生物多様性に関するク
イズ形式のトークショーを行います。

生物多様性に配慮したビオトープネットワーク形
成についての講演を行います。

生物多様性に配慮した農業や漁業の取組を、生
産者と消費者双方で支える仕組みを考えます。

「トークで世代間ギャップをぶっ飛ばせ！」をテーマに、
大人を含めた参加者とのトークセッションを行います。

ドリンク片手に参加者と話し手が、木と森の多様
性、愛知県を中心とした豊かな植生をテーマに
気軽に交流を楽しむライブイベントを行います。

生物多様性の価値を経済循環の流れに乗せ、地
域振興へつなげる取組の紹介などを行います。

「発信の広場」ブース内と「体験の広場」内の2ヶ所に設置されたポイントにてスタンプを押し、記念品をゲット！！

10月8日（土）／10：00～18：00
10月9日（日）／10：00～17：00

ブース展示

●愛知の自然発見コーナー
●生物多様性に配慮した

エコラベル発信コーナー
●スマートフォンで

バーチャルバードウォッチング

オアシス21 銀河の広場 NHK名古屋放送センタービル1F
プラザウェーブ21

体験の広場
NHK名古屋放送センタービル1F プラザウェーブ21

発信の広場
オアシス21 銀河の広場

集いの広場
愛知芸術文化センター12F アートスペース

愛知芸術文化センター12F
アートスペース

ワークショップについては、当日に先着順
で体験の広場インフォメーションにて、各回
開始の30分前（初回は9：50）より整理券
を配布します。

スタンプラリー

国連生物多様性の10年記念行事 in あいち・なごや

E-mail: ikimono@nhk-pn.jp
FAX: 052－952－7370
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●ご記入いただいた個人情報は、当イベントに関してのみ使用するもので、他の目的では使用いたしません。

ワークショップ

お問い合わせ先 「いきもの交流フェスタ」事務局 TEL.052－952－7381（平日10：00～18：00）

フォーラム参加申込書

参加したいフォーラムを
○で囲んでください。

氏　名

住　所

連絡先

フリガナ 参加人数
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E V E N T  P R O G R A M

国連生物多様性の10年記念行事inあいち・なごや
「震災と生物多様性」シンポジウム

協働事業のお知らせ

とき
ところ

2011.10月30日［日］／13：30～16：30
ナディアパーク　デザインホール

「いきもの交流フェスタ」事務局
（NHKプラネット中部内）

（NHKプラネット中部内）

主催／名古屋市　共催／国連生物多様性の10年日本委員会、環境省、愛知県
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