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毎日新聞社 /日本経済新聞社 / 東京新聞 / 産経新聞社 /NHK/TBSテレビ/TBSラジオ/ 文化放送 /J-WAVE/TOKYOFM/Inter FM 　［特別協賛］ コールマン ジャパン（株）/THE NORTH FACE/ ザ・ボディショップ /TOWER RECORDS/ティンバーランド ジャパン/ パ
タゴニア日本支社　［協賛］ アヴェダ/azbil グループ（株）山武 /（株）エイアンドエフ/AIGLE/ap bank/エナジーグリーン（株）/エバーブルー/ 小田急電鉄（株）/KEEN-Japan/キリンビール（株）/（株）サンエー印刷 /サンサンオーガニックビール /SIGG/（株）シップス/ 情報産業
労働組合連合会（情報労連）/白井グループ/（株）スタイラ/（株）スノーピーク/生活クラブ生活協同組合/ソニー（株）/（株）大地を守る会/（株）ダンロップホームプロダクツ/CHUMS/中越パルプ工業（株）/中央労働金庫/（株）トレジャー・ファクトリー/（株）ナファ生活研究所/（株）
ニールズヤードレメディーズ /日本労働組合総連合会（連合）/BEAMS/（株）ピカ/VisionaryArts/（株）兵左衛門 /FIAT/フィールドライフ/Project sustainability/（株）文星閣 /Baycrew's Group/MOTTAINAI/Euvodesign＋/（株）ユナイテッドアローズ /（株）ラッシュジャパン
/らでぃっしゅぼーや/ROOTOTE/（株）ワコール　 ［協力］ アースデイ・エブリデイ/青山ブックセンター/（株）アコースティック/annulus/UNPLUG LLC./xChange/WebSig エコ＆ピース/エコサークル・テイジン/（有）エスユートゥー/オムニインターナショナル（株）/（株）オンザウェ
イ/ 要ファーム/NPO法人グリーンバード/コンサベーション・アライアンス・ジャパン/NPO法人里山保全再生ネットワーク/ 三和舞台（株）/G-D/（株）スーパープランニング/スペースふう/（株）スマッシュ/SevenTen/（有）染谷商店 / 地域環境デザイン研究所 ecotone/日本
トイレ研究所 /(株 )ピース・コミュニティ・プラン/フジロック・フェスティバル /POD ポラン広場の宅配 / 三穂電機（株）/メガラージュ（株）/（株）ユーズ /よろず制作企画室 /（有）ラパンノワール くろうさぎ/rainbow echo/（株）レオミュージック/LOFT PROJECT/（株）ワッカ

マイ食器持参で
さらに美味しく！  
オトクに！

アースデイ東京の飲食エリア「アースデイキッ
チン」では、洗って何度も使用できるリユース
食器を導入しています。リユース食器はすべて
有料（使用料50円）になります。マイ食器を
持ってくれば、お買い得に！マイ食器の洗い
場もありますのでご安心を！ 

http://www.earthday-tokyo.org/

アースデイ東京の最新情報をお届けしていま
す。ご希望の方はアースデイ東京2011ホー
ムページよりご登録ください。

http://www.earthday-tokyo.org/

ボランティア
スタッフとして
参加する

あなたもアースデイ・アクションを一緒につくっ
ていきませんか？ 事前から当日まで様々な形で
参加できるプロジェクトワークや作業がありま
す。お気軽にご連絡ください。

http://www.earthday-tokyo.org/

天ぷら油リサイクル
発電大作戦！
～目指せ、エネルギー自給！！～

油回収2,011Ｌ！ 使い終わった油でアースデイ
東京の発電エネルギーを自給しよう！  2/25～
都内の回収ステーションで回収します。
日時：2/25（金）～ 4/17（日）
会場：首都圏回収ステーション各所

http://tokyoyuden.jp/

アースデイ東京を
フォローして、
つながろう！

アースデイ東京とつながって、あなたの毎日を
アースデイに！ 事務局スタッフがツイートします。
Twitterだけの極秘情報があるかも！？

http://twitter.com/earthday/

エコ貯金
宣言をする

アースデイ東京2011実行委員会はエコ貯金
宣言をしました！「エコ貯金」とは、預けたお金
が「環境や社会のためにどのくらい使われるか」
を意識して金融期間を選ぶ新しい貯金スタイル
です。エコ貯金宣言について詳しくは↓

http://www.aseed.org/ecocho/

メール
マガジンに
登録する

アースデイ東京2011  お問い合わせ先

アースデイ東京2011 実行委員会事務局
〒150-0043  東京都渋谷区道玄坂1-15-3　プリメーラ道玄坂908

TEL：03-6416-0917　　FAX：03-6416-0918
http://www.earthday-tokyo.org/　　office@earthday-tokyo.org

地球のことを考えて行動する日

アースデイ東京2011
4 月23 日（土）- 24 日（日）（この期間以外にもイベントがあります）
会場  代々木公園／渋谷／表参道  ほか
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代々木公園を中心とした企画　4/23（土）・24（日）

アースデイ・コンサート Powered by BDF
楽器＆音響の電力が、全てBDFによって発電される、アースデイを
祝福するステージプログラム。アースコンシャスなアーティストたちに
よる地球への歌声とサウンドが響きます。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：（株）アコースティック、（株）スマッシュ、（株）レオミュージック、
　　　 三穂電機（株）、LOFT PROJECT、G-D、SevenTen
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：音楽・アート

アースデイwithマイケル
チャリティをポップに。世界を平和に変えるため…歌とダンスで伝えた
い !! マイケルが行ったチャリティと、それをフォローする私たちの活動
について発信します。

企画：アースデイwithマイケル実行委員会
http://withmichael.org/
ジャンル：音楽・アート

アースデイ・オレンジプロジェクト
旬の夏みかん（甘夏）をおいしく味わって、放置農園再生を応援しよう！
小田原市の放置農園で収穫した甘夏を販売します。甘夏を一緒に育
てる「甘夏オーナー」も募集中！

企画：NPO法人ビーグッドカフェ
http://begoodcafe.com/
ジャンル：食・農

アースデイ「おはなしの森」Ver.11
一年でいちばん新緑がキレイなこの季節。屋外、木の下、土の上での
お話会。“不思議な森の楽隊”は今年も出現？（日曜 14時頃）。“記
憶の種”のプレゼントもアリ。親子参加。参加無料。出入自由。

企画：全日本語りネットワーク＋ＬＯＶＥＬＩＮＫ
http://www.japankatarinet.jp/
ジャンル：女性・子ども

新しいKAMISUKI「紙漉きで絵を描くって…？」
和紙造形ワークショップ 
楮（こうぞ）とねりを使った新しいKAMISUKI「和紙造形」。自宅で本
格的な和紙ができる！このワークショップは予約必至！「tesuki はがき
アート展」も同時開催。

企画：日本和紙造形研究所
http://washizokei.jp/
ジャンル：音楽・アート

笑顔生まれる「おんらく市場」 
こどもから大人まで。誰でも参加できる音楽とダンス、アートのワーク
ショップとグッズの販売。笑顔とともに新しい仲間と出会える、世代を
越えた交流の場を提供します。

企画：おんらく市場
http://kiyoshism.com/
ジャンル：音楽・アート

エコ雑貨ライフ展2011
①ワクワク体験型「エコ雑貨教室」
②[製品＋素材 ]モノがたり、実例あふれるエコ雑貨生活提案エリア
③各社の社会活動などをテーマにした「緑のエコ雑貨企業展」

企画：エコ雑貨協同組合
http://eco-zakka.org/
ジャンル：自然

アースデイ・NPOビレッジ
個人からグループ、団体、企業まで、様々な立場の人々が、それぞ
れの形でアースデイに参加できる、多様で間口の広い出展/店の窓
口を目指します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：その他

アースデイ・キッズランド
親子で一緒に、ちょっと一息つけるスペースです。随時ワークショッ
プも開催します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：女性・子ども

アースデイ・キッチン
「地産地消」「GMO FREE」「旬の食材の使用」など、こだわりのある
レストランが集合します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：カドマン企画
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：食・農

アースデイ・フォレスト
森からの恵みを感じよう！２０１１年は国際森林年（International 
Year of Forests）。日本の森の現状を知り、考え、そして行動につ
ながるキッカケを提供します。豊かな森を未来につなげよう！

企画：アースデイ東京2011実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：自然

「愛してるッ」って言ってよし！コーナー♪
①愛してるッて言ってよし！コーナー♪大好き！愛してる！ありがとう！
　大切な人の目を見てあなたらしい言葉で素直に愛を伝えましょう♪
②笑顔あふれる♪「苔玉ワークショップ」

企画：ハマカワ家と仲間たち
http://ameblo.jp/hamakawanakama/
ジャンル：その他（ちきゅう家族）

EARTH & ANIMALS
「地球に優しく」と「人と動物の共生」のつながりを、パネル展示等でお
伝えします。自分に出来ることから始めて、人から人に伝わるうれしさを
感じてみましょう。

企画：毛皮はいらない連絡網/一般社団法人SORA
http://nofur.net/ 　http://sora.ne.jp/
ジャンル：生物多様性

アースガーデン”春”
年に４回季節ごとの開催のイベント『アースガーデン』。作り手のメッ
セージや想いのこもったモノを通して、エコ＆オーガニックを伝えるマー
ケット＆フェスティバルです。

企画：アースガーデン
http://www.earth-garden.jp/
ジャンル：その他（ライフスタイル）

etc.

etc.

アースデイ・トークステージ
身近なライフスタイルの事から、地球規模の問題まで。 様々なゲスト
によるトークステージ。 来場者参加型のワークショップも開催します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：よろず制作企画室
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：その他

etc.

◎マイ食器の持参にご協力ください。　　◎お出かけには、電車やバスをご利用ください。

大切でない声などありません。いかなる行動もつながっています。１人ひとりが歩み寄り協力しあえば、大きな事を為し遂げる事が出来る。
アースデイの哲学は至ってシンプルなのです。「地球のことを考えて行動する日、アースデイ」を祝い、個人として地球に対するその姿勢
と愛を表現してください。あなたこそがこのアースデイムーブメントの主役なのです。

アースデイ・アクションには、大人から子どもまでが参加できる多彩で新鮮な企画と成果が用意されています。皆さんのご参加お待ちしています。

このパンフレットに採用した印刷用紙「里山物語」は、日本の森林保全と生物多様性
保全に役立ちます。国産間伐材を積極的に活用しているため、日本の森林保全やＣＯ
2吸収量増加に貢献します。また用紙代の一部は、ＮＰＯ法人里山保全再生ネットワーク
を通じて里山活動の団体を支援することで、里山での生物多様性保全や景観保全に貢
献します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　用紙提供：中越パルプ工業（株）

このパンフレットは、環境に配慮したグリーンプリンティング認定工場で作られています。印刷
時にVOC発生量を低減できる「植物油インキ」、イソプロピルアルコール（VOCの一種）な
どを含む有害廃液を出さない「水なし印刷」を使用しています。またCTP（computer to 
plate）方式により製版用現像液や、フィルムを全廃しています。　印刷協力：（株）文星閣

地球のことを考えて行動する日、アースデイ。
代々木公園をはじめ、各地でアースデイ・アクションが企画されています。

アースデイ東京2011は、「愛と平和の地球の祭典」をコンセプトに、地球を愛する市民の力を結集し、
これまで培ってきた知見やメッセージを力強く発信・共有することで、多様ないのちがつながりあい、

ともに生きる持続可能な社会を創ることを目指します。

アースデイ東京 2011オフィシャルパンフレットは、
環境に優しい「植物油インキ」と、「水なし印刷」を採用し、

用紙に「里山物語」を使用しています。
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代々木公園では、
使用済み天ぷら油を

リサイクルした燃料である
バイオディーゼルを導入し、ステージや会
場内のエネルギーを供給しています。

代々木公園で
は、「地産地消」
や、「旬の食材の使

用」を積 極 的に推 進。
遺伝子組み換え食品を使わない「GMOフ
リーゾーン」になります。地球環境に負
荷をかけずに、しかもカラダにやさし
い「食」のあり方を提案します。

代々木公園で
発生したその他の

ごみ・資源は適切に
分別し、リサイクルします。

また何度でも洗って使用可能なリユース食
器を導入し、ごみを根本から削減。そして、
マイ食器＆マイボトルの持参も積極的
に推進し、ごみゼロイベントを

目指します。

etc.その他

自然

平和

生物多様性

環境教育

CO2 温暖化防止

音楽・アート

エネルギー

3R 3R

女性・子ども

国際協力／フェアトレード

食・農

オーガニック

貧困

etc.

「笑心太ecota」の販売
祭り用袢天、のれんなどを製作するときに出てくる余り生地を再度染
色し直して、カバンやブックカバーなどを製作、販売しています。安くて
地球にやさしい商品です。

企画：（株）太田旗店
http://www.ootaflag.co.jp/
ジャンル：3R 3R

その他の会場の参加企画

竹の子大作戦
竹林の整備は、国民がまず筍をたくさん食べること。美味しい筍は陽光
の入る竹林に育ちます。その他、竹炭による土作り。農作への勇気が
わく竹の子大作戦です。

企画：バンブーヴィレッジ
http://www.nafa-take.com/
ジャンル：環境教育

ファーマーズガーデン“春”
有機野菜・果物・米・雑穀・豆をはじめ、その素が明らかな食べ物
からエコ雑貨まで、全国の生産・製造者による直売市場。農と食が
有機的につながる嬉しい出会いの場です。

企画：NPO法人ポラン広場東京
http://www.polano.org/
ジャンル：オーガニック

RIO+20トーク＆アースダイアログ
1992年の地球サミットから20年、来年ふたたびリオデジャネイロで
地球サミットが開かれます。持続可能な世界にむけて政府、NGO、
企業、市民のダイアログ（対話）がはじまりました。

企画：地球サミット２０１２Japan
http://earthsummit2012.jp/
ジャンル：その他（持続可能性／ダイアログ（対話））

リユース T シャツでECO
「クールに環境にコミットしたい」そんな想いからスタートしたリユース 
T シャツ。まだ着られるTシャツを裏返し、そこに新たなデザインをプリ
ント、もう一度着てしまおう!というもの。1枚500円。

企画：フレンドリーデーインターナショナル
http://www.friendlyday.org/
ジャンル：3R

わんのはなエコロジカルドッグライフ展
愛犬と健康に共生するライフスタイルを提案します。現代のドッグライ
フには問題がいっぱい。「環境問題」=「共生問題」、人と動植物、
そして地球が共生できるように！

企画：わんのはな　　http://wannohana.com/
ジャンル：生物多様性

アースデイ・ロフト
毎年恒例、環境、平和、地球のことを考えるトーク＆ライブ。ロフト
系ライブハウスにて４月中数日開催。

日時：４月中数日　　会場：ライブハウス・ロフト
企画：LOFT PROJECT　　http://www.loft-prj.co.jp/
ジャンル：音楽・アート

グリーン＠Earthマッピング
「ツナゲル地球・ツナガル未来」
個人からグループ、団体、企業まで、様々な立場の人々が、それぞ
れの形でアースデイに参加できる、多様で間口の広い出展/店の窓
口を目指します。

日時：４/8（金）～4/30（土）　　会場：インターネット上
企画：グリーンフォトン　　http://mapping.jp/
ジャンル：その他

「チェンジ・ザ・ドリーム・シンポジウム」
全国開催
地球には今どんな危機と希望があるのか？アマゾン先住民の呼びか
けで作成された映像をもとに考えていきます。秋田・東京・静岡・
名古屋・京都・神戸等で開催 !  詳細はHPへ

日時：4月中（地域で異なる）
会場：秋田・東京・静岡・名古屋・京都・神戸等
企画：NPO法人セブンジェネレーションズ
http://www.changethedream.jp/
ジャンル：その他

第2回子どもの人身売買反対 NoNoパレード
今、世界で180万人の子どもが性的商業的に搾取されています。こ
の現状を変えようと訴えるパレードに参加しませんか？子どもが安全に
暮らせる社会を求めて、一緒に歩きましょう！

日時：4/23（土）14：30～15：30
会場：青山、表参道エリアから代々木公園まで2km
企画：アースデイ東京2011実行委員会　　協力：ザ・ボディショップ
http://www.the-body-shop.co.jp/
ジャンル：女性・子ども

フェアトレードビレッジ＆ピースマイルステージ
フェアトレード推進活動を行う団体による出店企画、及びフェアトレー
ドに関するトーク企画の開催。

企画：ぐらするーつ
http://grassroots.jp/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

BLUE BIRD
～青い空と海を自由に渡る鳥のように～
ファッションを通して環境や生物のつながりを五感で感じ伝えていく活
動をしています。鳥は環境のつながりを教えてくれるメッセンジャー。
一緒に感じてみませんか？

企画：BLUE BIRD （清泉女子大学）
http://bluebirdseisen.web.fc2.com/
ジャンル：生物多様性

ベビー・アースデイ
Peaceful Parenting for Peaceful World
～平和な社会は　平和な子育てから～「母乳育児」「おむつなし育
児」を入り口に、赤ちゃんとの絆を育みましょう。お母さんの手作り市、
授乳おむつ替えスペースもあります。

企画：NPO法人自然育児友の会
http://shizen-ikuji.org/
ジャンル：女性・子ども

ヘンプ体験村 
～ヘンプカーで北海道一周～
ヘンプは、アサ科1年草の植物で、21世紀のオーガニック生活に
欠かせない素材です。今年の夏に北海道でヘンプオイルで走る車（ヘ
ンプカー）の展示をします。

企画：NPO法人ヘンプ製品普及協会
http://www.hemp-revo.net/
ジャンル：オーガニック

ホンキでテレビがCSR！ キャンペーン 
地球の平和と環境を守るためには、テレビの力が必要です。私たちは、
報道番組にツイッターでつぶやく「ニュースツイート」（＃tvcsr）などの
活動を展示で紹介します。

企画：A SEED JAPAN・メディアCSRプロジェクト
http://www.aseed.org/mediaCSR/
ジャンル：その他（メディア）

守るべきもの ～知るということ
フォトジャーナリズム月刊誌DAYS JAPAN 写真展。世界トップクラス
のフォトジャーナリスト達による、地球上の痛み、生命の尊厳を謳い上
げた、写真のメッセージを感じてください。

企画：DAYS JAPANサポーターズ
http://www.daysjapan.net/
ジャンル：平和

森にふれる！
岩手県葛巻町の森林間伐材を使って鉛筆づくりのワークショップを開
催。葛巻町での森林間伐や里山保全活動を紹介し、アンケートにお
答え頂いた方に里山で栽培した雑穀またはエコバッグをプレゼント。

企画：NPO法人 Liko-net
http://www.liko-net.or.jp/
ジャンル：自然

チャリティー・ウォーク for MDGs
国際協力のお祭りと日本最大の地球フェスティバルをつなぐ約 5km。
フェアトレードショップをめぐりながら、貧困削減のために歩こう！JICA
地球ひろばも協賛しています。

企画：世界の「貧しい」を半分に。MDGs2015キャンペーン
http://mdgs2015jp.jp/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

Dish Reuse System
イベントのごみといえば使い捨て食器。これを何度も洗って使えるリ
ユース食器に切り替えて、大量のごみを削減します。リユース食器を
借りるのに、利用料金50円がかかります。マイ食器の持参も大歓
迎です！

企画：A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション
http://www.gomizero.org/
ジャンル：３Ｒ

動物と人の架け橋
アニマルコミュニケーション
オーラから動物の心や体の情報を読み取りお伝えします。動物にも深
い感情があり、想いを飼い主さんに伝えたいと願っています。

企画：Petite Lumière
http://www.petite-lumiere.net
ジャンル：生物多様性

BIKE TO EARTHDAY！
自転車に乗ってアースデイに！今年はBEJメンバーによる「チャリチャ
リ市」も初開催。

企画：NPO法人バイシクルエコロジージャパン
http://www.bejapan.org/
ジャンル：エネルギー

はじめる自給 ！ 
チャレンジ2011
イベント内自給力UPをコンセプトにアグリアクション！今年はなんと
ビールにチャレンジ！埼玉県小川町で自給した大麦＆ハチミツでつく
る特別なオーガニックビールを販売します。

企画：種まき大作戦
http://www.tanemaki.jp/
ジャンル：食・農

Be Aware ! YOUR LIFE
厚生労働省科学研究班への協力としてクラミジア検査キットを２５歳
以下の方に今年も無料配布！少しオトナになった Sourceと一緒に性
と生にアプローチしてみませんか？

企画：Source
http://ameblo.jp/source-ameblo/
ジャンル：女性・子ども

ヒマラヤバザール
ネパールやインドでハンドメイドした雑貨や洋服などを販売。楽しくなる
ような商品たちを紹介し、販売します。また、リサイクル生地や糸を使っ
た環境に配慮した雑貨なども紹介。

企画：（有）ヘンプへリテージ
http://hempheritage.net/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

天ぷら油リサイクル発電大作戦　
－結集 ！　東京油田力－
油の回収ステーションはここヌラ！Energy Action を支える東京油田
力のブースに来て、油がつなぐ「循環型社会」を体験して欲しいヌラ！
δ油くんより

企画：ＴＯＫＹＯ油田2017（株）ユーズ
http://www.tokyoyuden.jp/
ジャンル：エネルギー

太陽の恵み・大地の恵み
ヒトが生きていられるのは、太陽と大地のおかげ。呼吸の大事さを感じ
るワークショップや大地のエネルギーを感じる雑貨など緑や人の温もり
を感じさせるアイテムを並べて皆様をお待ちしています。

企画：Art of Living & Toumai
http://www.artoflivingjapan.org/
http://cafetoumai.com/
ジャンル：自然

自然がすべてを教えてくれる！
～秀明自然農法を通じた安心・安全・持続可能な
ライフスタイルを提案します～
自然順応・自然尊重の考えを今の生活に“オシャレ”に取り入れてみ
ませんか？「安心・安全・おいしい食物」にとどまらない“生活そのも
のが変わっていく”新たな提案です！

企画：SNN東京センター（任意団体「東京土を愛する会」）
http://www.snn.or.jp/　
ジャンル：食・農

sotoe【ソトエ】 ～「ソト」へ行こう。何かが変わる。～ 
元オリンピック選手、勅使川原郁恵らによるノルデックウオーク教室を
無料で開催いたします。またブース内ではフェアトレードによるT-シャツ
の販売も実施。

企画：sotoe project　  http://twitter.com/sotoe_jp/
ジャンル：自然

ケータイゴリラ
～ゴリラを守れ！ 携帯電話回収キャンペーン～ 
携帯を作るためにゴリラが絶滅の危機に？！ 使用済み携帯をケータイ
ゴリラブースに持ってくると、ゴリラ保護に参加できます。また今年は新
たに１日数回ワークショップも開催！

企画：A SEED JAPAN・ケータイゴリラ
http://www.gomizero.org/ketai_gorilla/
ジャンル：生物多様性

口座を変えれば世界が変わるキャンペーン
私たちは、金融機関を選択する際に社会性も考慮することを「エコ貯
金」と定義し、より良い社会のために、おカネを通じてできることを紹介
しています。

企画：A SEED JAPAN・エコ貯金プロジェクト
http://www.aseed.org/ecocho/
ジャンル：その他（ソーシャルファイナンス） etc.

Save the Waterキャンペーン
生き物にとってなくてはならない水。飲み水以外にも、食べ物や服を作
るためにたくさんの水が使われ、問題が起こっています。一緒に水の足
あとをたどってみませんか？

企画：A SEED JAPAN・水プロジェクト
http://www.aseed.org/asj_water/
ジャンル：その他（水） etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

3R

オーガニックコットン・ワールド
オーガニックコットン製品や、カンボジア地雷原から生まれたコットン製
品などの展示・販売を通して、心地よい環境と暮らしのために何が本
当に大切かを感じてもらえたらと思います。

企画：メイド・イン・アース/（株）チーム・オースリー
http://www.made-in-earth.co.jp/
ジャンル：オーガニック

人道支援・食料援助を行なう
（プレムラワット財団）活動の紹介
プレム・ラワット氏は、平和のメッセージを世界中の人々伝えると同時
に、人道支援活動にも貢献してきました。WFP、AAT、国際赤十字、
などの各非営利団と協力しています。

企画：プロジェクト２１
http://www.contactinfo.jp/html_n2/about.htm
ジャンル：平和

3R

Safety ride, Smiles on The Road
サイクルピクニックで河川敷を楽しもう！
ライトウェイプロダクツジャパン（株）の協力で、
当日参加のサイクリング等も開催。
自転車が似合う雑貨や、自然派お菓子も販売！

企画：GREEN ONION
http://www.greenonion.jp/　http://www.riteway-jp.com/
ジャンル：その他 etc.

etc.その他

自然

平和

生物多様性

環境教育

CO2 温暖化防止

音楽・アート

エネルギー

3R 3R

女性・子ども

国際協力／フェアトレード

食・農

オーガニック

貧困

LOVE49　みんな子宮から生まれてきた
子宮頸がんは検診とワクチンで予防できるがんです。30代がピーク
の子宮頸がんは多くの若い女性の健康を脅かしています。LOVE49
プロジェクトではアースデイ東京に参加した全ての人に予防の大切さ
を伝えていきます。

企画：NPO法人　子宮頸がんを考える市民の会　LOVE49プロジェクト
http://love49.org/
ジャンル：女性・子ども

トリンプの森meetsツバルの森　
～一枚のインナーが地球を救う ！
ツバルの森では、「より良い地球環境作り」の一環として、トリンプ社の
売上の一部をもとに行う植樹活動の支援を始めました。他、様々な
3R活動を展開しています。

企画：（株）ツバルの森
http://www.tuvalu-forest.jp/
ジャンル：温暖化防止 CO2



代々木公園を中心とした企画　4/23（土）・24（日）

アースデイ・コンサート Powered by BDF
楽器＆音響の電力が、全てBDFによって発電される、アースデイを
祝福するステージプログラム。アースコンシャスなアーティストたちに
よる地球への歌声とサウンドが響きます。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：（株）アコースティック、（株）スマッシュ、（株）レオミュージック、
　　　 三穂電機（株）、LOFT PROJECT、G-D、SevenTen
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：音楽・アート

アースデイwithマイケル
チャリティをポップに。世界を平和に変えるため…歌とダンスで伝えた
い !! マイケルが行ったチャリティと、それをフォローする私たちの活動
について発信します。

企画：アースデイwithマイケル実行委員会
http://withmichael.org/
ジャンル：音楽・アート

アースデイ・オレンジプロジェクト
旬の夏みかん（甘夏）をおいしく味わって、放置農園再生を応援しよう！
小田原市の放置農園で収穫した甘夏を販売します。甘夏を一緒に育
てる「甘夏オーナー」も募集中！

企画：NPO法人ビーグッドカフェ
http://begoodcafe.com/
ジャンル：食・農

アースデイ「おはなしの森」Ver.11
一年でいちばん新緑がキレイなこの季節。屋外、木の下、土の上での
お話会。“不思議な森の楽隊”は今年も出現？（日曜 14時頃）。“記
憶の種”のプレゼントもアリ。親子参加。参加無料。出入自由。

企画：全日本語りネットワーク＋ＬＯＶＥＬＩＮＫ
http://www.japankatarinet.jp/
ジャンル：女性・子ども

新しいKAMISUKI「紙漉きで絵を描くって…？」
和紙造形ワークショップ 
楮（こうぞ）とねりを使った新しいKAMISUKI「和紙造形」。自宅で本
格的な和紙ができる！このワークショップは予約必至！「tesuki はがき
アート展」も同時開催。

企画：日本和紙造形研究所
http://washizokei.jp/
ジャンル：音楽・アート

笑顔生まれる「おんらく市場」 
こどもから大人まで。誰でも参加できる音楽とダンス、アートのワーク
ショップとグッズの販売。笑顔とともに新しい仲間と出会える、世代を
越えた交流の場を提供します。

企画：おんらく市場
http://kiyoshism.com/
ジャンル：音楽・アート

エコ雑貨ライフ展2011
①ワクワク体験型「エコ雑貨教室」
②[製品＋素材 ]モノがたり、実例あふれるエコ雑貨生活提案エリア
③各社の社会活動などをテーマにした「緑のエコ雑貨企業展」

企画：エコ雑貨協同組合
http://eco-zakka.org/
ジャンル：自然

アースデイ・NPOビレッジ
個人からグループ、団体、企業まで、様々な立場の人々が、それぞ
れの形でアースデイに参加できる、多様で間口の広い出展/店の窓
口を目指します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：その他

アースデイ・キッズランド
親子で一緒に、ちょっと一息つけるスペースです。随時ワークショッ
プも開催します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：女性・子ども

アースデイ・キッチン
「地産地消」「GMO FREE」「旬の食材の使用」など、こだわりのある
レストランが集合します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：カドマン企画
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：食・農

アースデイ・フォレスト
森からの恵みを感じよう！２０１１年は国際森林年（International 
Year of Forests）。日本の森の現状を知り、考え、そして行動につ
ながるキッカケを提供します。豊かな森を未来につなげよう！

企画：アースデイ東京2011実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：自然

「愛してるッ」って言ってよし！コーナー♪
①愛してるッて言ってよし！コーナー♪大好き！愛してる！ありがとう！
　大切な人の目を見てあなたらしい言葉で素直に愛を伝えましょう♪
②笑顔あふれる♪「苔玉ワークショップ」

企画：ハマカワ家と仲間たち
http://ameblo.jp/hamakawanakama/
ジャンル：その他（ちきゅう家族）

EARTH & ANIMALS
「地球に優しく」と「人と動物の共生」のつながりを、パネル展示等でお
伝えします。自分に出来ることから始めて、人から人に伝わるうれしさを
感じてみましょう。

企画：毛皮はいらない連絡網/一般社団法人SORA
http://nofur.net/ 　http://sora.ne.jp/
ジャンル：生物多様性

アースガーデン”春”
年に４回季節ごとの開催のイベント『アースガーデン』。作り手のメッ
セージや想いのこもったモノを通して、エコ＆オーガニックを伝えるマー
ケット＆フェスティバルです。

企画：アースガーデン
http://www.earth-garden.jp/
ジャンル：その他（ライフスタイル）

etc.

etc.

アースデイ・トークステージ
身近なライフスタイルの事から、地球規模の問題まで。 様々なゲスト
によるトークステージ。 来場者参加型のワークショップも開催します。

企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：よろず制作企画室
http://www.earthday-tokyo.org/
ジャンル：その他

etc.

◎マイ食器の持参にご協力ください。　　◎お出かけには、電車やバスをご利用ください。

大切でない声などありません。いかなる行動もつながっています。１人ひとりが歩み寄り協力しあえば、大きな事を為し遂げる事が出来る。
アースデイの哲学は至ってシンプルなのです。「地球のことを考えて行動する日、アースデイ」を祝い、個人として地球に対するその姿勢
と愛を表現してください。あなたこそがこのアースデイムーブメントの主役なのです。

アースデイ・アクションには、大人から子どもまでが参加できる多彩で新鮮な企画と成果が用意されています。皆さんのご参加お待ちしています。

このパンフレットに採用した印刷用紙「里山物語」は、日本の森林保全と生物多様性
保全に役立ちます。国産間伐材を積極的に活用しているため、日本の森林保全やＣＯ
2吸収量増加に貢献します。また用紙代の一部は、ＮＰＯ法人里山保全再生ネットワーク
を通じて里山活動の団体を支援することで、里山での生物多様性保全や景観保全に貢
献します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　用紙提供：中越パルプ工業（株）

このパンフレットは、環境に配慮したグリーンプリンティング認定工場で作られています。印刷
時にVOC発生量を低減できる「植物油インキ」、イソプロピルアルコール（VOCの一種）な
どを含む有害廃液を出さない「水なし印刷」を使用しています。またCTP（computer to 
plate）方式により製版用現像液や、フィルムを全廃しています。　印刷協力：（株）文星閣

地球のことを考えて行動する日、アースデイ。
代々木公園をはじめ、各地でアースデイ・アクションが企画されています。

アースデイ東京2011は、「愛と平和の地球の祭典」をコンセプトに、地球を愛する市民の力を結集し、
これまで培ってきた知見やメッセージを力強く発信・共有することで、多様ないのちがつながりあい、

ともに生きる持続可能な社会を創ることを目指します。

アースデイ東京 2011オフィシャルパンフレットは、
環境に優しい「植物油インキ」と、「水なし印刷」を採用し、

用紙に「里山物語」を使用しています。
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代々木公園では、
使用済み天ぷら油を

リサイクルした燃料である
バイオディーゼルを導入し、ステージや会
場内のエネルギーを供給しています。

代々木公園で
は、「地産地消」
や、「旬の食材の使

用」を積 極 的に推 進。
遺伝子組み換え食品を使わない「GMOフ
リーゾーン」になります。地球環境に負
荷をかけずに、しかもカラダにやさし
い「食」のあり方を提案します。

代々木公園で
発生したその他の

ごみ・資源は適切に
分別し、リサイクルします。

また何度でも洗って使用可能なリユース食
器を導入し、ごみを根本から削減。そして、
マイ食器＆マイボトルの持参も積極的
に推進し、ごみゼロイベントを

目指します。

etc.その他

自然

平和

生物多様性

環境教育

CO2 温暖化防止

音楽・アート

エネルギー

3R 3R

女性・子ども

国際協力／フェアトレード

食・農

オーガニック

貧困

etc.

「笑心太ecota」の販売
祭り用袢天、のれんなどを製作するときに出てくる余り生地を再度染
色し直して、カバンやブックカバーなどを製作、販売しています。安くて
地球にやさしい商品です。

企画：（株）太田旗店
http://www.ootaflag.co.jp/
ジャンル：3R 3R

その他の会場の参加企画

竹の子大作戦
竹林の整備は、国民がまず筍をたくさん食べること。美味しい筍は陽光
の入る竹林に育ちます。その他、竹炭による土作り。農作への勇気が
わく竹の子大作戦です。

企画：バンブーヴィレッジ
http://www.nafa-take.com/
ジャンル：環境教育

ファーマーズガーデン“春”
有機野菜・果物・米・雑穀・豆をはじめ、その素が明らかな食べ物
からエコ雑貨まで、全国の生産・製造者による直売市場。農と食が
有機的につながる嬉しい出会いの場です。

企画：NPO法人ポラン広場東京
http://www.polano.org/
ジャンル：オーガニック

RIO+20トーク＆アースダイアログ
1992年の地球サミットから20年、来年ふたたびリオデジャネイロで
地球サミットが開かれます。持続可能な世界にむけて政府、NGO、
企業、市民のダイアログ（対話）がはじまりました。

企画：地球サミット２０１２Japan
http://earthsummit2012.jp/
ジャンル：その他（持続可能性／ダイアログ（対話））

リユース T シャツでECO
「クールに環境にコミットしたい」そんな想いからスタートしたリユース 
T シャツ。まだ着られるTシャツを裏返し、そこに新たなデザインをプリ
ント、もう一度着てしまおう!というもの。1枚500円。

企画：フレンドリーデーインターナショナル
http://www.friendlyday.org/
ジャンル：3R

わんのはなエコロジカルドッグライフ展
愛犬と健康に共生するライフスタイルを提案します。現代のドッグライ
フには問題がいっぱい。「環境問題」=「共生問題」、人と動植物、
そして地球が共生できるように！

企画：わんのはな　　http://wannohana.com/
ジャンル：生物多様性

アースデイ・ロフト
毎年恒例、環境、平和、地球のことを考えるトーク＆ライブ。ロフト
系ライブハウスにて４月中数日開催。

日時：４月中数日　　会場：ライブハウス・ロフト
企画：LOFT PROJECT　　http://www.loft-prj.co.jp/
ジャンル：音楽・アート

グリーン＠Earthマッピング
「ツナゲル地球・ツナガル未来」
個人からグループ、団体、企業まで、様々な立場の人々が、それぞ
れの形でアースデイに参加できる、多様で間口の広い出展/店の窓
口を目指します。

日時：４/8（金）～4/30（土）　　会場：インターネット上
企画：グリーンフォトン　　http://mapping.jp/
ジャンル：その他

「チェンジ・ザ・ドリーム・シンポジウム」
全国開催
地球には今どんな危機と希望があるのか？アマゾン先住民の呼びか
けで作成された映像をもとに考えていきます。秋田・東京・静岡・
名古屋・京都・神戸等で開催 !  詳細はHPへ

日時：4月中（地域で異なる）
会場：秋田・東京・静岡・名古屋・京都・神戸等
企画：NPO法人セブンジェネレーションズ
http://www.changethedream.jp/
ジャンル：その他

第2回子どもの人身売買反対 NoNoパレード
今、世界で180万人の子どもが性的商業的に搾取されています。こ
の現状を変えようと訴えるパレードに参加しませんか？子どもが安全に
暮らせる社会を求めて、一緒に歩きましょう！

日時：4/23（土）14：30～15：30
会場：青山、表参道エリアから代々木公園まで2km
企画：アースデイ東京2011実行委員会　　協力：ザ・ボディショップ
http://www.the-body-shop.co.jp/
ジャンル：女性・子ども

フェアトレードビレッジ＆ピースマイルステージ
フェアトレード推進活動を行う団体による出店企画、及びフェアトレー
ドに関するトーク企画の開催。

企画：ぐらするーつ
http://grassroots.jp/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

BLUE BIRD
～青い空と海を自由に渡る鳥のように～
ファッションを通して環境や生物のつながりを五感で感じ伝えていく活
動をしています。鳥は環境のつながりを教えてくれるメッセンジャー。
一緒に感じてみませんか？

企画：BLUE BIRD （清泉女子大学）
http://bluebirdseisen.web.fc2.com/
ジャンル：生物多様性

ベビー・アースデイ
Peaceful Parenting for Peaceful World
～平和な社会は　平和な子育てから～「母乳育児」「おむつなし育
児」を入り口に、赤ちゃんとの絆を育みましょう。お母さんの手作り市、
授乳おむつ替えスペースもあります。

企画：NPO法人自然育児友の会
http://shizen-ikuji.org/
ジャンル：女性・子ども

ヘンプ体験村 
～ヘンプカーで北海道一周～
ヘンプは、アサ科1年草の植物で、21世紀のオーガニック生活に
欠かせない素材です。今年の夏に北海道でヘンプオイルで走る車（ヘ
ンプカー）の展示をします。

企画：NPO法人ヘンプ製品普及協会
http://www.hemp-revo.net/
ジャンル：オーガニック

ホンキでテレビがCSR！ キャンペーン 
地球の平和と環境を守るためには、テレビの力が必要です。私たちは、
報道番組にツイッターでつぶやく「ニュースツイート」（＃tvcsr）などの
活動を展示で紹介します。

企画：A SEED JAPAN・メディアCSRプロジェクト
http://www.aseed.org/mediaCSR/
ジャンル：その他（メディア）

守るべきもの ～知るということ
フォトジャーナリズム月刊誌DAYS JAPAN 写真展。世界トップクラス
のフォトジャーナリスト達による、地球上の痛み、生命の尊厳を謳い上
げた、写真のメッセージを感じてください。

企画：DAYS JAPANサポーターズ
http://www.daysjapan.net/
ジャンル：平和

森にふれる！
岩手県葛巻町の森林間伐材を使って鉛筆づくりのワークショップを開
催。葛巻町での森林間伐や里山保全活動を紹介し、アンケートにお
答え頂いた方に里山で栽培した雑穀またはエコバッグをプレゼント。

企画：NPO法人 Liko-net
http://www.liko-net.or.jp/
ジャンル：自然

チャリティー・ウォーク for MDGs
国際協力のお祭りと日本最大の地球フェスティバルをつなぐ約 5km。
フェアトレードショップをめぐりながら、貧困削減のために歩こう！JICA
地球ひろばも協賛しています。

企画：世界の「貧しい」を半分に。MDGs2015キャンペーン
http://mdgs2015jp.jp/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

Dish Reuse System
イベントのごみといえば使い捨て食器。これを何度も洗って使えるリ
ユース食器に切り替えて、大量のごみを削減します。リユース食器を
借りるのに、利用料金50円がかかります。マイ食器の持参も大歓
迎です！

企画：A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション
http://www.gomizero.org/
ジャンル：３Ｒ

動物と人の架け橋
アニマルコミュニケーション
オーラから動物の心や体の情報を読み取りお伝えします。動物にも深
い感情があり、想いを飼い主さんに伝えたいと願っています。

企画：Petite Lumière
http://www.petite-lumiere.net
ジャンル：生物多様性

BIKE TO EARTHDAY！
自転車に乗ってアースデイに！今年はBEJメンバーによる「チャリチャ
リ市」も初開催。

企画：NPO法人バイシクルエコロジージャパン
http://www.bejapan.org/
ジャンル：エネルギー

はじめる自給 ！ 
チャレンジ2011
イベント内自給力UPをコンセプトにアグリアクション！今年はなんと
ビールにチャレンジ！埼玉県小川町で自給した大麦＆ハチミツでつく
る特別なオーガニックビールを販売します。

企画：種まき大作戦
http://www.tanemaki.jp/
ジャンル：食・農

Be Aware ! YOUR LIFE
厚生労働省科学研究班への協力としてクラミジア検査キットを２５歳
以下の方に今年も無料配布！少しオトナになった Sourceと一緒に性
と生にアプローチしてみませんか？

企画：Source
http://ameblo.jp/source-ameblo/
ジャンル：女性・子ども

ヒマラヤバザール
ネパールやインドでハンドメイドした雑貨や洋服などを販売。楽しくなる
ような商品たちを紹介し、販売します。また、リサイクル生地や糸を使っ
た環境に配慮した雑貨なども紹介。

企画：（有）ヘンプへリテージ
http://hempheritage.net/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

天ぷら油リサイクル発電大作戦　
－結集 ！　東京油田力－
油の回収ステーションはここヌラ！Energy Action を支える東京油田
力のブースに来て、油がつなぐ「循環型社会」を体験して欲しいヌラ！
δ油くんより

企画：ＴＯＫＹＯ油田2017（株）ユーズ
http://www.tokyoyuden.jp/
ジャンル：エネルギー

太陽の恵み・大地の恵み
ヒトが生きていられるのは、太陽と大地のおかげ。呼吸の大事さを感じ
るワークショップや大地のエネルギーを感じる雑貨など緑や人の温もり
を感じさせるアイテムを並べて皆様をお待ちしています。

企画：Art of Living & Toumai
http://www.artoflivingjapan.org/
http://cafetoumai.com/
ジャンル：自然

自然がすべてを教えてくれる！
～秀明自然農法を通じた安心・安全・持続可能な
ライフスタイルを提案します～
自然順応・自然尊重の考えを今の生活に“オシャレ”に取り入れてみ
ませんか？「安心・安全・おいしい食物」にとどまらない“生活そのも
のが変わっていく”新たな提案です！

企画：SNN東京センター（任意団体「東京土を愛する会」）
http://www.snn.or.jp/　
ジャンル：食・農

sotoe【ソトエ】 ～「ソト」へ行こう。何かが変わる。～ 
元オリンピック選手、勅使川原郁恵らによるノルデックウオーク教室を
無料で開催いたします。またブース内ではフェアトレードによるT-シャツ
の販売も実施。

企画：sotoe project　  http://twitter.com/sotoe_jp/
ジャンル：自然

ケータイゴリラ
～ゴリラを守れ！ 携帯電話回収キャンペーン～ 
携帯を作るためにゴリラが絶滅の危機に？！ 使用済み携帯をケータイ
ゴリラブースに持ってくると、ゴリラ保護に参加できます。また今年は新
たに１日数回ワークショップも開催！

企画：A SEED JAPAN・ケータイゴリラ
http://www.gomizero.org/ketai_gorilla/
ジャンル：生物多様性

口座を変えれば世界が変わるキャンペーン
私たちは、金融機関を選択する際に社会性も考慮することを「エコ貯
金」と定義し、より良い社会のために、おカネを通じてできることを紹介
しています。

企画：A SEED JAPAN・エコ貯金プロジェクト
http://www.aseed.org/ecocho/
ジャンル：その他（ソーシャルファイナンス） etc.

Save the Waterキャンペーン
生き物にとってなくてはならない水。飲み水以外にも、食べ物や服を作
るためにたくさんの水が使われ、問題が起こっています。一緒に水の足
あとをたどってみませんか？

企画：A SEED JAPAN・水プロジェクト
http://www.aseed.org/asj_water/
ジャンル：その他（水） etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

3R

オーガニックコットン・ワールド
オーガニックコットン製品や、カンボジア地雷原から生まれたコットン製
品などの展示・販売を通して、心地よい環境と暮らしのために何が本
当に大切かを感じてもらえたらと思います。

企画：メイド・イン・アース/（株）チーム・オースリー
http://www.made-in-earth.co.jp/
ジャンル：オーガニック

人道支援・食料援助を行なう
（プレムラワット財団）活動の紹介
プレム・ラワット氏は、平和のメッセージを世界中の人々伝えると同時
に、人道支援活動にも貢献してきました。WFP、AAT、国際赤十字、
などの各非営利団と協力しています。

企画：プロジェクト２１
http://www.contactinfo.jp/html_n2/about.htm
ジャンル：平和

3R

Safety ride, Smiles on The Road
サイクルピクニックで河川敷を楽しもう！
ライトウェイプロダクツジャパン（株）の協力で、
当日参加のサイクリング等も開催。
自転車が似合う雑貨や、自然派お菓子も販売！

企画：GREEN ONION
http://www.greenonion.jp/　http://www.riteway-jp.com/
ジャンル：その他 etc.

etc.その他
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LOVE49　みんな子宮から生まれてきた
子宮頸がんは検診とワクチンで予防できるがんです。30代がピーク
の子宮頸がんは多くの若い女性の健康を脅かしています。LOVE49
プロジェクトではアースデイ東京に参加した全ての人に予防の大切さ
を伝えていきます。

企画：NPO法人　子宮頸がんを考える市民の会　LOVE49プロジェクト
http://love49.org/
ジャンル：女性・子ども

トリンプの森meetsツバルの森　
～一枚のインナーが地球を救う ！
ツバルの森では、「より良い地球環境作り」の一環として、トリンプ社の
売上の一部をもとに行う植樹活動の支援を始めました。他、様々な
3R活動を展開しています。

企画：（株）ツバルの森
http://www.tuvalu-forest.jp/
ジャンル：温暖化防止 CO2



エコ金融ダイアログ・ミーティング
世界中で起こっている社会問題や環境問題について、私たちのお金の力で出来ることは何で
しょうか。金融機関との対話の中で、その糸口を探っていきます。

日時：6月　※予定
企画：A SEED JAPAN・エコ貯金プロジェクト
http://www.aseed.org/ecocho/
ジャンル：その他（ソーシャルファイナンス）

要ファームの自然学校・初夏編 “田植え体験”
アースデイで農家と知り合いになったら、今度は田んぼや畑を見に行きましょう。田植えから草取
り、稲刈りまで体験できます。有機野菜や体験米を使った昼食も大人気。

日時：5/15（日） 10：30～15:00
会場：要ファーム (農事組合法人要農場 )/ 茨城県行方市
企画：NPO法人ポラン広場東京
http://www.polano.org/
ジャンル：食・農

テレビを考える人の座談会：「信頼されるテレビとは」
アースデイ東京 2011の結果を経て、「視聴者がテレビに求める信頼」をテーマに座談会を行い
ます。参加費無料です。奮ってご参加下さい。

日時：5/22（日）　　
会場：A SEED JAPAN事務所
企画：A SEED JAPAN・メディアCSRプロジェクト
http://www.aseed.org/mediaCSR/
ジャンル：その他（メディア）

はじめる自給！チャレンジ2011
みんなでつくって、みんなでたべる！「麦まきからはじめる！地ビールチャレンジ」いよいよ大麦の収穫
です！はじめての方も大歓迎！ぜひいっしょに麦刈りしましょう！

日時：5月末　※予定　　会場：埼玉県小川町
企画：種まき大作戦　　
http://www.tanemaki.jp/
ジャンル：食・農

Re-visiting JAPAN　ようこそ！春の渡り鳥と生物多様性
JR 品川駅からバスで約 20分、都会のサンクチュアリへGo！第 1弾 4/29「Nature Bookを
描く～五感で感じよう！～」第２弾 5/5 「香道～思いを馳せよう！～」詳しくはホームページで。

日時：4/29（金）、5/5（木）　　会場：東京港野鳥公園
企画：BLUE BIRD（清泉女子大学）x NPO法人東京港グリーンボランティア
http://bluebirdseisen.web.fc2.com/
ジャンル：生物多様性

地球の上に生きる 2011
世界トップレベル 5000 点以上の作品から選ばれた約 70 点の写真パネルを展示。審査基準
は「人間と自然が抱える問題を鋭く切り取った作品」「生命の尊厳を謳い上げた作品」。

日時：5/3（火）～5/18（水）　　会場：新宿コニカミノルタプラザ【入場無料】
企画：DAYS JAPAN　　http://www.daysjapan.net/
ジャンル：平和

アースコットンデイキャンペーン ＠ 自由が丘＆吉祥寺
5/10の“アースコットン（510）デイ”にちなんで、期間中、直営店にて商品をご購入いただいた
方に、オーガニックコットンの苗や種をプレゼント！お買得商品もご用意しておりまーす！

日時：5/2（月）～5/15（日）　　会場：ホーム･ルーム自由が丘店、コピス吉祥寺店
企画：メイド・イン・アース/（株）チーム・オースリー
http://www.made-in-earth.co.jp/
ジャンル：オーガニック

BIKE TO WORK DAY
自転車通勤応援アクション「バイクツーワーク」。イベント日にドリンク軽食などを無料提供してサ
ポートします。

日時：5月頃　※日程調整中　　会場：都内他全国5都市 ※予定
企画：BIKE TO WORK DAY実行委員会　　http://www.bejapan.org/btwd2010/
ジャンル：エネルギー

sotoe×WIRED CAFE〈〉FIT～鏑木毅とはじめてトレラン～
日本を代表するプロトレイルランナー・鏑木毅選手によるトレイルランニングセミナー。 初めての
方やこれから山へトレイルランをしたい方対象のイベントです。

日時：4/29（金）、5/3（火）　　会場：WIRED CAFE〈〉FIT・代々木公園
企画：sotoe project　　http://www.twitter.com/sotoe_jp/
ジャンル：自然

人道支援・食料援助を行なう（プレムラワット財団）活動の紹介
TPRF（プレムラワット財団）活動の紹介ビデオ上映会
プレム・ラワット氏は、平和のメッセージを世界中の人々伝えると同時に、人道支援活動にも貢
献してきました。WFP、AAT、国際赤十字、などの各非営利団と協賛してきています。

日時：4/28（木）　19:30～20:30　　会場：渋谷・ウィメンズプラザ　視聴覚室C
企画：プロジェクト２１　　http://www.contactinfo.jp/html_n2/about.htm/
ジャンル：平和

緑のエコ雑貨企業展
組合員12社（予定）が関わる社会貢献事業などについての展示や資料配布。普段は見るこ
とのできないもう一つのエコ雑貨企業の魅力をお伝えいたします。

日時：4/26（火）～4/28（木）　　会場：エコ雑貨ショールーム
企画：エコ雑貨協同組合　　http://eco-zakka.org/
ジャンル：自然

AIGLE Earth Day nature school in 渋谷
AIGLE渋谷店では、アースデイキャンペーンの一環として店舗周辺の清掃活動及び、ワーク
ショップを開催します。詳細はホームページ「ショップ情報」をご覧ください。

日時：4/23（土）　　会場：AIGLE渋谷店（渋谷区神宮前6-27-8 京セラビル1F）
企画：AIGLE渋谷店　　http://www.aigle.co.jp/
ジャンル：自然

「働く街をきれいに。アースデイおそうじプロジェクト」
トリンプのエコ活動チームが、直営店「AMO'S STYLE」・ツバルの森とタッグを組み、アース
デイ会場近くの店舗周辺をおそうじします。朝の東京を一緒におそうじしませんか？

日時：4/23（土）10:00～
会場：トリンプ直営店「AMO'S STYLE」渋谷スペイン坂店・原宿表参道店・原宿竹下店
企画：（株）ツバルの森　　http://tuvalu-forest.jp/
ジャンル：その他

未使用&在庫不要Tシャツ回収キャンぺーン
「クールに環境にコミットしたい」という想いのもと、「リユースTシャツ」を展開しています。未使用
&在庫不要 Tシャツ回収にご協力くださる企業様を募集いたします。

日時：4/22（金）～6/5（日）　　会場：ウェブサイト上
企画：フレンドリーデーインターナショナル　　http://friendlyday.org/reuset/
ジャンル：3R

UNITED ARROWS LTD. Earth Day Action 2011
アースデイ当日に全国の当社店舗とオフィスの電力利用により発生するCO2排出量およそ20t
（昨年実績より算出）を、カーボンオフセットします。主に間伐材などを原料にした木質バイオ
マス燃料への転換から創出される国内クレジットを使い、日本国内のCO2排出削減と地域経済
活性化に貢献します。その他取り組み、詳細はWEBサイトをご覧ください。

日時：4/22（金）　　企画：（株）ユナイテッドアローズ
http://www.united-arrows.co.jp/
ジャンル：エネルギー

Himalaya Bazaarネパールへようこそ！
ネパールやインドでハンドメイドした雑貨や洋服などを販売。楽しくなるような商品たちを紹介し、販
売します。生産国であるネパールの紹介を写真等でします。

日時：4/19（火）～4/24（日）　　会場：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-25-5 Himalaya bazaar 内
企画：（有）ヘンプへリテージ　　http://hempheritage.net/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

TOWER RECORDS・アースデイアクション
2010年の夏に各FES.会場で回収したペットボトルをリサイクルしたショッピングバッグを使用しま
す。そして4月23日、24日の2日間、タワーレコード渋谷店でグリーン電力を導入します。

日時：4/18（月）～4/24（日）　　会場：タワーレコード渋谷店
企画：タワーレコード（株）　　http://tower.jp/
ジャンル：3R

ap bank×kurkku アースデイ week
ap bankが取り組む農場で採れた作物を使った特別限定メニューを「快適で環境にもよい未来
に向けた暮らし」を実践するkurkkuのカフェやレストランで提供します。

日時：4/18（月）～4/24（日）※kurkku kitchenは、18日（月）は定休日となります
会場：kurkku kitchen / mother kurkku / kurkku 3　　企画：ap bank / kurkku
http://www.apbank.jp/　　http://www.kurkku.jp/
ジャンル：食・農

「余り生地」の販売
「笑心太 ecota」としてカバン、雑貨になる前の余り生地を、数枚 100円で販売します。なお、そ
の売上は全て環境関連の募金に寄付させて頂きます。

日時：4/18（月）～4/22（金）　　会場：（株）太田旗店　東京支店　ショールーム
企画：（株）太田旗店　　http://www.ootaflag.co.jp/
ジャンル：3R

竹の子大作戦
日本の竹林を美しく再生するプロジェクトをパネル展示にてご紹介致します。竹資源の更なる有
効活用の研究及び事業化に多くの人々に参加を得ながら竹と人類の深い縁を再構築致します。

日時：4/23（土）、4/24（日）　　会場：富士竹類植物園
企画：バンブーヴィレッジ　　http://www.nafa-take.com/
ジャンル：環境教育

“孤高”白石かずこ（詩）＋井野信義（Bass）LIVE　＠新世界
ビート、‘70s、ジャズ・・。詩人白石かずこを表わす言葉は数多い。が、彼女はただ孤高。
20歳の初詩集から60年、走り続ける永遠のマドンナの今を目撃する夜。

日時：4/8（金）19：00～　　会場：西麻布「新世界」
企画：Jazzflower/ L.L./ アースデイおはなしの森　　http://shinsekai9.jp/
ジャンル：音楽・アート

Safety ride, Smiles on The Road
サイクルピクニックを安全に楽しむためのブースを荒川河川敷で展開します！
ライトウェイプロダクツジャパン（株）協力による無料メンテナンスなどを予定。 
詳細はWEBで！

日時：4/9（土）　11:00～17:00　※予定　　会場：荒川河川敷
企画：GREEN ONION　　http://www.greenonion.jp/
ジャンル：その他

レアメタル採掘とつながるゴリラ　～ルワンダ／コンゴ民主共和国の「今」～
コンゴ民主共和国とルワンダ。豊かな国立公園に野生ゴリラ、豊富な資源など、似た財産を
持ちながら異なる２国。今年３月現地を訪れたケータイゴリラメンバーが現状をレポートします。

日時：4/6（水）19:00～21:00　　会場：FLAT SPACE 事務所
企画：A SEED JAPAN・ケータイゴリラ　　http://www.gomizero.org/ketai_gorilla/
ジャンル：自然

Earthdayエコモノ市
地球や体のことを考えた湘南のお店や地元農家が集結！ 地元に密着した「毎日が楽しくなる
Earthday」をテーマに親子で地球のことを一緒に考え、行動できるイベントを開催。

日時：4/3（日）　　会場：ecomo  藤沢市城南5-6-20　　
企画：ecomo　　http://www.ecomo-lohas.com/
ジャンル：食・農

新しいKAMISUKI、和紙造形を体験しよう！
和紙造形は楮とねりを使った新しい KAMISUKI。自宅で本格的な和紙を漉くことができる。アー
スデイを記念して、和紙造形体験ワークショップの受講料 3,000 円が 10%OFF！

日時：4/2（土）、4/7（木）、5/5（木）、5/7（土）　　会場：恵比寿
企画：日本和紙造形研究所　　http://washizokei.jp/
ジャンル：音楽・アート

EARTHLING 2011
EARTHLING 2011 は、これからの人間の可能性について共に考え、明日からの行動を生み出
すイベントです。様々な専門分野のエキスパートたちがプレゼンテーションを行います。お楽しみに！

日時：4/2（土）、4/3（日）　　会場：慶應義塾大学 日吉キャンパス 協生館 藤原洋記念ホール
企画：Think the Earth プロジェクト+ イベント実行委員会
http://www.thinktheearth.net/jp/earthling/
ジャンル：その他 (コミュニケーション)

アースデイ・キャンプ Natural High !
自然溢れるロケーションの中で、キャンプを楽しみながら、音楽とアウトドアで遊ぶ２日間。トークや
ワークショップが充実した理想的な野外フェス！

日時：5/20（金）～5/22（日）　　会場：山梨県／道志の森
企画：アースガーデン 　　
http://www.naturalhigh.jp/
ジャンル：音楽・アート

3R

J-WAVE xChange 2011
服やCDを持ちよる物々交換パーティー。「もの」だけでなく「気持ち」も交換して、新しいシェアの
時代を楽しみましょう。16日の夜は、ナイト・イベントも開催します。

企画：J-WAVE xChange事務局
日時：4/16（土）10:00～20:00、 4/17（日）10:00～16:00
会場：青山 国連大学前 ファーマーズマーケット会場内
http://www.j-wave.co.jp/special/xchange/2011/
ジャンル：3R 3R

3R

3R

ヘンプカープロジェクト2011北海道
北海道の農業再生と地域活性化を目指して、ヘンプオイルで走る車（ヘンプカー）が道内のあち
こちで麻市（ヘンプマルシェ）を開催します。

日時：7/7（木）～8/8（月）　　会場：北海道全域
企画：ヘンプカープロジェクト2011北海道　　http://www.taimasou.jp/
ジャンル：環境教育

コンドーム工場製造工程見学バスツアー
コンドームの達人岩室紳也氏参加のコンドーム工場見学バスツアー。HIV・STI 予防啓発に興
味のある教員や医療関係者、学生などで行う、観光も含めたフィールドワーク。

日時：8/26（金）　　会場：不二ラテックス社栃木工場
企画：Source　　http://ameblo.jp/source-ameblo/
ジャンル：女性・子ども

わんのはなエコロジカルドッグライフ学校
愛犬と共生するライフスタイルを学ぼう。現代の問題（食の問題、ワークドッグ、棄て犬等）に関す
るワークショップ、デモンストレーション。各種愛犬グッズの紹介と販売。

日時：11/20（日）　　会場：静岡県駿東郡清水町ナチュラルビレッジ
企画：わんのはな　　http://wannohana.com/
ジャンル：生物多様性

ハッピー・リトル・ソート
青山・麻布十番エリアでも「ハッピー・リトル・ソート」をコンセプトとしたイベントを開催予定です。
また、家族連れの集まるショッピングモール等を中心に、苔玉ワークショップを行います。

日時：9月頃　　会場：青山・麻布十番周辺
企画：ハマカワ家と仲間たち  　　http://ameblo.jp/hamakawanakama/
ジャンル：その他（ちきゅう家族）

LOVE49プロジェクト　全国街頭予防・啓発アクション
がん発見のプロフェッショナル集団、細胞検査士が年々若年化する子宮頸がんに警鐘を鳴らす
べく全国 35都道府県の街頭などで子宮頸がん予防・啓発アクションを行います。

日時：4/9（土）中心　　会場：全国35都道府県の街頭
企画：NPO法人子宮頸がんを考える市民の会・日本細胞診断学推進協会　細胞検査士会
http://love49.org/
ジャンル：女性・子ども

アースデイいのちの森2011
森へおいでよ！　いのちのつながりを感じながら、都心の森の中で地球への感謝を捧げるアース
デイ。子供も大人も鳥も虫も草木も精霊も、やおよろず一体となって、ともに生きる喜びを分かち
合う“まつり”を、今年も明治神宮の杜で開催します。

日時：4/23（土）、4/24（日）　　会場：明治神宮　芝生広場、参集殿
企画：いのちの森実行委員会　　http://inochinomori.net/
ジャンル：自然

ノルディックウォーキング体験
アースデイ東京＆国際森林年にちなみ、“森林の国”フィンランドからやってきた新しいウォーキン
グ法で、麻布十番をスタイリッシュに歩きます！

日時：4/16（土）14：30～　　会場：スロースタイル薬局Liko
企画：スロースタイル薬局Liko、NPO法人 Liko-net（共催）
http://www.slowstyle-liko.jp/
ジャンル：自然

動物と人の架け橋　アニマルコミュニケーション
オーラから動物の心や体の情報を読み取りお伝えします。動物にも感情があり、想いを伝えたいと
願っています。普段行っているセッションを10％OFFで行います。

日時：4/11（月） 11:00～18:00　　会場：湘南台コミュニケーションルーム
企画：Petite Lumière　　http://www.petite-lumiere.net/
ジャンル：生物多様性

アースデイ× MOTTAINAIフリーマーケット
4/10限定：アースデイ特別企画！ 衣類や使用済み天ぷら油、古本、ビニール傘の資源回収
にご協力頂いた方先着200名様にMOTTAINAIオリジナルエコバックをプレゼント！

日時：4/10（日）　　会場：明治公園（JR線『千駄ヶ谷』駅より徒歩7分）
企画：MOTTAINAIキャンペーン事務局　　http://mottainai.info/fleama/
ジャンル：3R 3R

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

こころとからだをつなぐ～ここからミーティング2011～　
家族・親子のこころとからだをつなぎ、育む二日間。今年は映画「大丈夫。」と細谷亮太先生の
講演がオープニング。赤ちゃん学、おむつなし育児、整体等のワークショップがそろいます。

日時：5/7（土）、5/8（日） 10:00～17:00　　会場：東京オリンピック記念青少年総合センター
企画：NPO法人自然育児友の会　　http://shizen-ikuji.org/
ジャンル：女性・子ども

etc.その他

自然

平和

生物多様性

環境教育

CO2 温暖化防止

音楽・アート

エネルギー

3R 3R

女性・子ども

国際協力／フェアトレード

食・農

オーガニック

貧困

生物多様性を３Dで実感しよう！
GW 期間中、ソニーはご家族でお楽しみいただける 3D のイベントを開催。ソニーが支援する国
際環境NGOのコンサベーション・インターナショナル（CI）が、南米で撮影した3D映像を公開。
その他、会場では映画、音楽、ゲームなどの3D作品も上映します。

企画：ソニー（株）、他　　日時：4/29（金）～5/8（日）
会場：東京・銀座 ソニービル 8F OPUS（オーパス）
http://www.sonybuilding.jp/event/opus/
ジャンル：生物多様性

関連企画

つくば棚田・里山再生プロジェクト
耕作放棄されていた棚田の再生を目指し2007年発足。地元の方の指導を仰ぎ、スタッフ、会
員の有志が集まります。今年は「カンキョウショウ区」「ノウスイショウ区」に分け、景観保護と
農業体験推進に注力します。

日時：毎週土曜
会場：つくば市　宝篋山（ほうきょうさん）ふもと
企画：らでぃっしゅぼーや
http://corporate.radishbo-ya.co.jp/social/tanada.html/
ジャンル：食・農

アースデイ東京2011 × 白井グループ
ラッピングごみ収集車
今年も！白井グループのごみ収集車がアースデイ東京の広報媒体として東京都内を走り回りま
す。見つけたあなたには、きっと幸運が訪れますよ。

日時：3/23（水）～2012年 4月　※次回アースデイまで　　会場：都内
企画：白井グループ　　http://www.shirai-g.co.jp/
ジャンル：3R

MJトリビュート・ライブ for アースデイ
チャリティをポップに。世界を平和に変えるため…歌とダンスで伝えたい!!マイケル楽曲オンリー
のチャリティ・ライブを行います。詳しくはHPまで。

日時：4月～6月　会場：首都圏
企画：アースデイwithマイケル実行委員会および加盟各団体
http://withmichael.org/
ジャンル：音楽・アート

アースデイ連動「樹から生まれた手袋」プレゼント企画
ご来場者様に案内したダンロップホームプロダクツのファンページにて、モニター商品をプレゼントします。

日時：4月初旬～4月末日　企画：（株）ダンロップホームプロダクツ
http://www.dhp-dunlop.co.jp/
http://www.facebook.com/dunlop.home.products/
ジャンル：3R

小田急グループ・アースデイアクション
●AGRIS　SEIJO　アースデイ　鉢植えリユースキャンペーン
アグリス成城では今年から世田谷・成城で不要になった鉢をリユースし、草花やハーブを植え
込んだ鉢植えとして販売しています。期間中はアースデイコーナーを設けて、特別価格で販売
します。野菜づくりが楽しめる貸菜園も随時見学可能ですので、ぜひ「アグリス成城」にお越
しください。
日時：4月～5月　　会場：アグリス成城
http://www.agris-seijo.jp/

●ナチュラルミネラルウォーター「箱根の森から」
～あなたが飲むと、森がうるおう～「箱根の森から、箱根の森へ。自然の恵みが循環します。」
売上１本につき1円が、箱根の自然保護のために寄付されます。発売2周年を記念して、4月1
日～ 4月30日まで、小田急線各駅売店・自販機等で特別価格にて販売します！また、アースデ
イ東京2011のパンフレットを持って「アグリス成城」にお越しいただいた方には、先着50名様
まで「箱根の森から」を１本無料でプレゼントします。
日時：4/1（金）～4/30（土）

日時：4月～5月　企画：小田急電鉄（株）
http://www.odakyu.jp/water/index.html/
ジャンル：その他

アースデイ×ぐらするーつ渋谷店
毎日がアースデイ＆フェアトレードデー！フェアトレード、オーガニック＆エコロジー、平和をコンセプト
にしたお店です。

日時：4月中　　会場：ぐらするーつ渋谷店　　企画：ぐらするーつ
http://grassroots.jp/blog/shibuya/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

アースデイ・サポート
ROOTOTE
公式グッズとしてもおなじみのアースデイ・サポート ROOTOTE を ROOTOTE GALLERY で
販売します。販売価格の 5％をアースデイ東京 2011 実行委員会の活動資金として寄付させて
いただきます。

日時：4月上旬～　　会場：ROOTOTE GALLERY各店舗
企画：（株）スーパープランニング　　http://rootote.jp/
ジャンル：その他

Save the Waterセミナー
2030 年には世界人口の半数が水ストレスに晒されると言われています。本セミナーではゲスト講
師をお招きし、世界や日本の水問題、そして流域保全という概念について学びます。

日時：4月上旬　　会場：未定　　企画：A SEED JAPAN・水プロジェクト
http://www.aseed.org/asj_water/
ジャンル：その他（水）

ザ・ボディショップ
アースデイ スペシャルウィーク
●新シャワージェル　アースラバーズ発売
100%生分解。肌だけでなく地球にも配慮した次世代ボディシャンプーが誕生。こだわりのハーブ
とフルーツをユニークな組合せで融合し、朝のシャワーにぴったりな刺激的で気持ちを高める香りに
仕上げました。独自の環境基準を満たす印の“エコ・コンシャス”マークは、水生生物に害を与
えない成分や生分解する成分を厳選し使用している印です。コミュニティ・フェアトレードで調達し
たグアテマラ産アロエで柔らかい洗い上がり。地球のことを考えながらシャワータイムを楽しめます。
日時：4月～

●アースデイスペシャルセミナー開催　＠ザ・ボディショップ新宿店
4/24(日)15時～ 16時　「北極からのレポート～ホッキョクグマの王国で今起きていること」
スピーカー：グリーンピース・ジャパン　広報部 金繁 典子氏
※詳細やお申込み方法についてはこちらをご覧ください。
http://www.the-body-shop.co.jp/values/

●ザ・ボディショップ表参道店＆渋谷店
2日間限定　先着50名様サンプルプレゼント！4/23-24の期間中「アースデイ東京2011」の
ロゴマークを対象店舗で見せるとスキンケアサンプルをプレゼントいたします。パンフレットのほか、
会場のポスターやバナーに掲載されているロゴマークの画像でもOK！ 環境やフェアトレードにこ
だわる商品の数々、ぜひお試しください！
ザ・ボディショップ表参道店 Tel. 03-3499-6396
ザ・ボディショップ渋谷店　Tel. 03-5459-1531

日時：4月～　　企画：ザ・ボディショップ
http://www.the-body-shop.co.jp/
ジャンル：その他

●「アヴェダ ライフスタイル サロン&スパ南青山」では4月19日（火）11:00～17:00の間、アー
スデイ月間特別営業をします。サロン新規のお客様限定で、メニューはすべて通常価格より
30％オフです（全額を募金に充てさせていただきます）。また、当日のヘッドスパは特別メニュー
（45分）でのご案内のみです。（カットとの併用不可）　
※特別内容による営業の為、お受けできかねるメニューもございます。ご了承下さい。
※他のキャンペーンとの併用は出来ません。

各アヴェダ ネットワーク サロンではスタッフが趣向をこらし、お客様に募金・啓蒙活動を実施。
詳しくは店頭、またはWEB（www.aveda.co.jp）をご覧下さい。

●アヴェダ「Walk for Water（水のために歩く）」
世界のある地域では生活に必要な水を得るために毎日6キロ歩き、運ぶ水の重さは20リットルと
いわれています。その大変さを実感し、意識を高めるために、4月に世界各地でアヴェダのサロ
ンスタッフとお客様が一丸となってウォーキングを行い啓蒙します。2008年にカナダで始まった
「Walk for Water」は、2010年には世界80以上の都市で行われました。今年、日本では約
200名のアヴェダ ネットワーク サロンのスタイリストたちが水問題への意識向上を図り、実感す
るために神田上水の史跡を巡りながら歩きます。
日時/4月19日（火）10時～17時　御茶ノ水から西早稲田までの約6km

日時：3月～
企画：アヴェダ
http:// www.aveda.co.jp/
ジャンル：その他

スタイラ アースデイアクション
スタイラは、「地球のことを考えて行動する日、アースデイ」に賛同し、期間中、スタイラ商品をお買
い上げの方に、アースデイオリジナル缶バッチをプレゼント！地球環境を考える意識の輪を広げて
いきます。

日時：3/1（火）～缶バッチ在庫終了まで
会場：スタイラショップ（有楽町マルイ店、表参道ヒルズ店、
　　　横浜ベイクォーターANNEX店、小田急百貨店新宿店化粧品フロア内 他）
企画：（株）スタイラ
http:// www.stylaonline.jp/
ジャンル：その他

ココロとカラダ、自然とつながる
瞑想や呼吸法、カンタンなヨガを通じて、普段忘れがちな、心と体、自然とのつながりを感じるワー
クショップをおこないます。詳細は後日ＨＰにてご案内いたします。

日時：3月～5月
会場：関東近郊
企画：Art of Living & Toumai
http://www.artoflivingjapan.org/　 http://www.cafetoumai.com/
ジャンル：自然

天ぷら油リサイクル発電大作戦　－発動！　東京油田力－
2011人から2011リットルの天ぷら油を集め、アースデイ東京2011の発電エネルギーを自給し
ます。貯め方、回収ステーション設置箇所はTOKYO油田HPまで！

日時：2/25（金）～4/22（金）
会場：都内各所（＊HP参照）
企画：ＴＯＫＹＯ油田2017（株）ユーズ
http://www.tokyoyuden.jp/
ジャンル：エネルギー

ワコール ブラ・リサイクル
ワコールでは、2008年よりお客様の不要になった“ブラジャー”を回収し、産業用固形燃料
「RPF」に加工する活動を、毎年「ブラの日」から「アースデイ」に実施しています。

日時：2/12（土）ブラの日～4/22（金）アースデイ
会場：ワコールグループの一部店頭（約830店）
企画：（株）ワコール
http://www.wacoal.jp/braeco/
ジャンル：3R

EARTH & ANIMALS
アースデイ東京2011に向けて、EARTH & ANIMALS がアースデイと動物について情報発
信をします。さあ、みんなでアースデイ東京2011を楽しみましょう！ 

日時：1/1（土）～4/24（日）
会場：VEGAN Healing Cafe 渋谷店・荻窪店
企画：毛皮はいらない連絡網/社団法人SORA
http://nofur.net/　 http://sora.ne.jp/
ジャンル：生物多様性

お野菜の日
食育講座：旬のお野菜の調理の仕方、身体によい食べ方をお教えします。お米、お野菜、加工
品等の販売を通じて秀明自然農法を紹介しています。

日時：毎月25日13:00～15:00
会場：SNN東京事務所内（世田谷区深沢6-17-21）
企画：SNN東京センター（任意団体「東京土を愛する会」）
※上記任意団体のHPは4月アップに向けて制作中
ジャンル：食・農

3R

3R

3R

オレンジプロジェクト2011
放置ミカン農園の維持再生を目指した日帰りのワークショップ。海が一望できる農園で、自然の循
環や食・農を五感を通して体感する農的ライフスタイルを始めませんか？ 

日時：3/20（日）、 4/17（日）、 5/15（日）他　　会場：神奈川県小田原市 
企画：NPO法人ビーグッドカフェ 　　http://begoodcafe.com/  
ジャンル：食・農

●パタゴニア鎌倉ストア　 tel:0467-23-8970 
【店内：スピーカーシリーズ】WWFにおける「水」問題への新たな取り組み
　日時：3/29（火）19：30～
　スピーカー：水野敏明（WWFジャパン業務室法人グループ）
【店頭：グラスルーツテーブル】 
　日時：4/2（土）　　出展団体：サーフライダー・ファウンデーション・ジャパン　
　日時：4月中旬　　　出展団体：ジェーン・グドール・インスティテュート・ジャパン
　日時：4/9（土）　　出展団体：上郷開発から緑地を守る署名の会
　日時：4/30（土）　　出展団体：ホタルのふるさと瀬上沢基金

日時：3/16（水）～4/30（土）　　企画：パタゴニア日本支社
http://www.patagonia.com/japan/
ジャンル：自然

パタゴニア・アースデイ・アクション
全国の16の直営店を通じて支援してきた環境団体と協力し、各地の森や川、海の自然を守る
ための行動を呼びかけるイベントを開催していきます。

●パタゴニア 東京・目白 tel:03-5996-0905 
【店内：スピーカーシリーズ】 止まらない八ッ場ダム工事が教えてくれること。
　日時：4/13（水）19：30～
　スピーカー：渡辺洋子（八ッ場あしたの会）　

●パタゴニア 東京・渋谷 tel:03-5469-2100   
【店内：スピーカーシリーズ】 水の問題を見つめ直す
　日時：3/25（金）20：30～
　スピーカー：A SEED JAPAN・水プロジェクト

●パタゴニア 東京・神田 tel:03-3518-0571  
【店頭：グラスルーツテーブル】 みんなで守る首都圏の大草原、三ツ又沼ビオトープ
　日時：4月下旬
　出展団体：荒川の自然を守る会　
【店頭：グラスルーツテーブル】 彩の国資源循環工場は、私たちの問題です
　日時：4月下旬
　出展団体：彩の国資源循環工場と環境を考えるひろば
【店内：ワールドカフェ】 行動しよう～自然環境と暮らし～
　日程：3月下旬 20：30～
　協力団体：荒川の自然を守る会 /彩の国資源循環工場と環境を考える広場

●パタゴニア 東京・ゲートシティ大崎 tel:03-5487-2101   
【店内：写真展】 タイガ・インスタレーション ｂｙ伊藤健次 Ｘ タイガ・フォーラム
　日程：3/26（土）～4/4（月）　　協力団体：タイガの森フォーラム
【野外イベント】 都会の川を知ろう！～目黒川はどこからくるの？
　日時：4/23（土）9:00 集合（予定）　　場所：川の資料館　
【店内：展示】 私たちの生活と川～目黒川の水と私たちの水
　期間：4月中旬

●パタゴニア ベイサイド・アウトレット　 tel:045-778-1205
【野外イベント】探しに行こう！明日からできること～森編～
　日時：5/14（土）集合 9:00　　場所：港南台駅（予定）
　協力団体：NPO法人ホタルのふるさと瀬上沢基金
【店頭：グラスルーツテーブル】探しに行こう！明日からできること～森編～
　日時：4/23（土）　　協力団体：NPO法人ホタルのふるさと瀬上沢基金
【野外イベント】「探しに行こう！明日からできること～川編～」
　日時：5/28（土）集合 9:30　　場所：大道小学校（予定）
　協力団体：体ふるさと侍従川に親しむ会
【店頭：グラスルーツテーブル】探しに行こう！明日からできること～川編～　
　日時：4月下旬　　協力団体：ふるさと侍従川に親しむ会

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

ティンバーランド アースキーパーズ コレクション
リサイクルＰＥＴやオーガニックコットン等、環境に優しい素材を用いたアースキーパーズ フットウェ
ア コレクションを販売中。

日時：3月～
会場：ティンバーランド青山店、新宿伊勢丹ＰＣ４店他、全国のティンバーランドショップ
企画：ティンバーランド
http:// www.timberland.co.jp/
ジャンル：その他 etc.

etc.

etc.その他

自然

平和

生物多様性

環境教育

CO2 温暖化防止

音楽・アート

エネルギー

3R 3R

女性・子ども

国際協力／フェアトレード

食・農

オーガニック

貧困

アヴェダ アースデー月間２０１１年
アヴェダは企業活動の根幹として環境強化月間「アヴェダ アースデー月間」を毎年実施してい
ます。1999年から継続的に行っているアースデー月間も今年で13年目、その間1,800万ドル
（約17億円）を世界中でサポートが必要な地域に提供しています。今年は3月24日から4月27
日まで、世界30を超える国における約7,000店舗のアヴェダ ネットワーク サロンにて、400万
ドル（約3億5,800万円）、日本では10万300ドル（約898万円）を目標に啓蒙・募金活動
を行います。今年のテーマは「水のために闘うこと、それは命を守ること」。世界中の人々が「き
れいな水」を得られるよう、一緒に闘いましょう！ 

●各店舗で、売上の100%を環境保全機関「グローバル グリーングランツ ファンド（GGF）」
へ寄付する100％エコサート オーガニック認定エッセンシャルオイルを使用したアロマキャンドル
「オーガニック ラベンダー キャンドル」を数量限販売します。GGFを通じ、世界中の「きれいな水」
を得るための活動機関へ寄付されます。

●「アヴェダ ライフスタイル サロン&スパ南青山」にて3月1日（火）・22日（火）・29日（火）にアー
スデイ月間特別ワークショップ「チャリティー ヨガ ワークショップ～ヨガで身体も心も地球もきれ
いに～」（各回定員15名・時間18:45～ 20:45（2時間））を実施。
参加費は3000円で、全額募金に充てさせていただきます。　
お電話（03-5468-5800）か南青山店の店頭でお申し込み下さい（先着順）。
※3回とも、内容は同じです。お一人様1回のみの参加とさせていただきます。
【講師】圭子（けいこ）氏　クリパルセンター公認ヨガ講師
※4月・5月も様々なワークショップを開催予定です。詳しくは店舗までお問い合わせ下さい。

『スタート！ 地球サミットアクション ～私たちが考える、未来の一歩』
2012 年に開催される地球サミットに向けて動き出した、社会を変えるアクション。プレゼンテー
ション＆全員参加のグループワークを行います。

日時：3/19( 土 )13:00～18:00
会場：日本財団ビル 1階バウルーム （〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル )
企画：地球サミット 2012 Japan 、Tokyo Think Sustainability
共催 :日本財団 CANPAN　　http://earthsummit2012.jp/
ジャンル：その他

etc.

大地を守る会　アースデイ入会キャンペーン実施中！
アースデイ期間中に有機食材宅配の「大地を守る会」に入会すると、有名デザイナーによるお
しゃれなロゴマークがプリントされた特製エコバッグをプレゼント。普段のお買い物から、地球のこと
を考えて行動していきたいですね。

日時：3/16（水）～4/30（土）　　企画：（株）大地を守る会
http://www.daichi.or.jp/
ジャンル：オーガニック

あなたのつぶやきが、世界を変える。 for Earth Day
人と地球をテーマに、世界中の人が笑顔で暮らせる未来のためのメッセージをつぶやこう！下記サ
イトでつぶやくと虹色のハートが現れます。ハッシュタグ：#MDGs2015jp

日時：4/1（金）～4/30（土）　　会場：インターネット上
企画：世界の「貧しい」を半分に。 MDGs2015キャンペーン　　http://mdgs2015jp.jp/
ジャンル：貧困

SPRING LOVE～春風～
『SPRING LOVE ～春風～』は、音楽を通じて、平和・非戦・非暴力の尊さを訴えるフリーフェ
スティバルです！  いつも僕らのそばにある音楽、そのゆるぎない、計り知れない力で平和の意識の
入口に立つことが出来るということをみんなで再認識しましょう。

日時：4/2（土）、4/3（日）　　会場：代々木公園　　企画：SPRING LOVE実行委員会
http://www.balance-web.com/harukaze/index.html/
ジャンル：平和

ごみゼロナビゲーション in 春風
「春風」の会場で出るごみ・資源を、主催者・来場者と協力して分別回収します。来場者自身に
分別を行ってもらうことで、環境やごみの問題を考えてもらうキッカケにします！

日時：4/2（土）、4/3（日）　　会場：代々木公園
企画：A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション　　http://www.gomizero.org/
ジャンル：３Ｒ 3R



エコ金融ダイアログ・ミーティング
世界中で起こっている社会問題や環境問題について、私たちのお金の力で出来ることは何で
しょうか。金融機関との対話の中で、その糸口を探っていきます。

日時：6月　※予定
企画：A SEED JAPAN・エコ貯金プロジェクト
http://www.aseed.org/ecocho/
ジャンル：その他（ソーシャルファイナンス）

要ファームの自然学校・初夏編 “田植え体験”
アースデイで農家と知り合いになったら、今度は田んぼや畑を見に行きましょう。田植えから草取
り、稲刈りまで体験できます。有機野菜や体験米を使った昼食も大人気。

日時：5/15（日） 10：30～15:00
会場：要ファーム (農事組合法人要農場 )/ 茨城県行方市
企画：NPO法人ポラン広場東京
http://www.polano.org/
ジャンル：食・農

テレビを考える人の座談会：「信頼されるテレビとは」
アースデイ東京 2011の結果を経て、「視聴者がテレビに求める信頼」をテーマに座談会を行い
ます。参加費無料です。奮ってご参加下さい。

日時：5/22（日）　　
会場：A SEED JAPAN事務所
企画：A SEED JAPAN・メディアCSRプロジェクト
http://www.aseed.org/mediaCSR/
ジャンル：その他（メディア）

はじめる自給！チャレンジ2011
みんなでつくって、みんなでたべる！「麦まきからはじめる！地ビールチャレンジ」いよいよ大麦の収穫
です！はじめての方も大歓迎！ぜひいっしょに麦刈りしましょう！

日時：5月末　※予定　　会場：埼玉県小川町
企画：種まき大作戦　　
http://www.tanemaki.jp/
ジャンル：食・農

Re-visiting JAPAN　ようこそ！春の渡り鳥と生物多様性
JR 品川駅からバスで約 20分、都会のサンクチュアリへGo！第 1弾 4/29「Nature Bookを
描く～五感で感じよう！～」第２弾 5/5 「香道～思いを馳せよう！～」詳しくはホームページで。

日時：4/29（金）、5/5（木）　　会場：東京港野鳥公園
企画：BLUE BIRD（清泉女子大学）x NPO法人東京港グリーンボランティア
http://bluebirdseisen.web.fc2.com/
ジャンル：生物多様性

地球の上に生きる 2011
世界トップレベル 5000 点以上の作品から選ばれた約 70 点の写真パネルを展示。審査基準
は「人間と自然が抱える問題を鋭く切り取った作品」「生命の尊厳を謳い上げた作品」。

日時：5/3（火）～5/18（水）　　会場：新宿コニカミノルタプラザ【入場無料】
企画：DAYS JAPAN　　http://www.daysjapan.net/
ジャンル：平和

アースコットンデイキャンペーン ＠ 自由が丘＆吉祥寺
5/10の“アースコットン（510）デイ”にちなんで、期間中、直営店にて商品をご購入いただいた
方に、オーガニックコットンの苗や種をプレゼント！お買得商品もご用意しておりまーす！

日時：5/2（月）～5/15（日）　　会場：ホーム･ルーム自由が丘店、コピス吉祥寺店
企画：メイド・イン・アース/（株）チーム・オースリー
http://www.made-in-earth.co.jp/
ジャンル：オーガニック

BIKE TO WORK DAY
自転車通勤応援アクション「バイクツーワーク」。イベント日にドリンク軽食などを無料提供してサ
ポートします。

日時：5月頃　※日程調整中　　会場：都内他全国5都市 ※予定
企画：BIKE TO WORK DAY実行委員会　　http://www.bejapan.org/btwd2010/
ジャンル：エネルギー

sotoe×WIRED CAFE〈〉FIT～鏑木毅とはじめてトレラン～
日本を代表するプロトレイルランナー・鏑木毅選手によるトレイルランニングセミナー。 初めての
方やこれから山へトレイルランをしたい方対象のイベントです。

日時：4/29（金）、5/3（火）　　会場：WIRED CAFE〈〉FIT・代々木公園
企画：sotoe project　　http://www.twitter.com/sotoe_jp/
ジャンル：自然

人道支援・食料援助を行なう（プレムラワット財団）活動の紹介
TPRF（プレムラワット財団）活動の紹介ビデオ上映会
プレム・ラワット氏は、平和のメッセージを世界中の人々伝えると同時に、人道支援活動にも貢
献してきました。WFP、AAT、国際赤十字、などの各非営利団と協賛してきています。

日時：4/28（木）　19:30～20:30　　会場：渋谷・ウィメンズプラザ　視聴覚室C
企画：プロジェクト２１　　http://www.contactinfo.jp/html_n2/about.htm/
ジャンル：平和

緑のエコ雑貨企業展
組合員12社（予定）が関わる社会貢献事業などについての展示や資料配布。普段は見るこ
とのできないもう一つのエコ雑貨企業の魅力をお伝えいたします。

日時：4/26（火）～4/28（木）　　会場：エコ雑貨ショールーム
企画：エコ雑貨協同組合　　http://eco-zakka.org/
ジャンル：自然

AIGLE Earth Day nature school in 渋谷
AIGLE渋谷店では、アースデイキャンペーンの一環として店舗周辺の清掃活動及び、ワーク
ショップを開催します。詳細はホームページ「ショップ情報」をご覧ください。

日時：4/23（土）　　会場：AIGLE渋谷店（渋谷区神宮前6-27-8 京セラビル1F）
企画：AIGLE渋谷店　　http://www.aigle.co.jp/
ジャンル：自然

「働く街をきれいに。アースデイおそうじプロジェクト」
トリンプのエコ活動チームが、直営店「AMO'S STYLE」・ツバルの森とタッグを組み、アース
デイ会場近くの店舗周辺をおそうじします。朝の東京を一緒におそうじしませんか？

日時：4/23（土）10:00～
会場：トリンプ直営店「AMO'S STYLE」渋谷スペイン坂店・原宿表参道店・原宿竹下店
企画：（株）ツバルの森　　http://tuvalu-forest.jp/
ジャンル：その他

未使用&在庫不要Tシャツ回収キャンぺーン
「クールに環境にコミットしたい」という想いのもと、「リユースTシャツ」を展開しています。未使用
&在庫不要 Tシャツ回収にご協力くださる企業様を募集いたします。

日時：4/22（金）～6/5（日）　　会場：ウェブサイト上
企画：フレンドリーデーインターナショナル　　http://friendlyday.org/reuset/
ジャンル：3R

UNITED ARROWS LTD. Earth Day Action 2011
アースデイ当日に全国の当社店舗とオフィスの電力利用により発生するCO2排出量およそ20t
（昨年実績より算出）を、カーボンオフセットします。主に間伐材などを原料にした木質バイオ
マス燃料への転換から創出される国内クレジットを使い、日本国内のCO2排出削減と地域経済
活性化に貢献します。その他取り組み、詳細はWEBサイトをご覧ください。

日時：4/22（金）　　企画：（株）ユナイテッドアローズ
http://www.united-arrows.co.jp/
ジャンル：エネルギー

Himalaya Bazaarネパールへようこそ！
ネパールやインドでハンドメイドした雑貨や洋服などを販売。楽しくなるような商品たちを紹介し、販
売します。生産国であるネパールの紹介を写真等でします。

日時：4/19（火）～4/24（日）　　会場：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-25-5 Himalaya bazaar 内
企画：（有）ヘンプへリテージ　　http://hempheritage.net/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

TOWER RECORDS・アースデイアクション
2010年の夏に各FES.会場で回収したペットボトルをリサイクルしたショッピングバッグを使用しま
す。そして4月23日、24日の2日間、タワーレコード渋谷店でグリーン電力を導入します。

日時：4/18（月）～4/24（日）　　会場：タワーレコード渋谷店
企画：タワーレコード（株）　　http://tower.jp/
ジャンル：3R

ap bank×kurkku アースデイ week
ap bankが取り組む農場で採れた作物を使った特別限定メニューを「快適で環境にもよい未来
に向けた暮らし」を実践するkurkkuのカフェやレストランで提供します。

日時：4/18（月）～4/24（日）※kurkku kitchenは、18日（月）は定休日となります
会場：kurkku kitchen / mother kurkku / kurkku 3　　企画：ap bank / kurkku
http://www.apbank.jp/　　http://www.kurkku.jp/
ジャンル：食・農

「余り生地」の販売
「笑心太 ecota」としてカバン、雑貨になる前の余り生地を、数枚 100円で販売します。なお、そ
の売上は全て環境関連の募金に寄付させて頂きます。

日時：4/18（月）～4/22（金）　　会場：（株）太田旗店　東京支店　ショールーム
企画：（株）太田旗店　　http://www.ootaflag.co.jp/
ジャンル：3R

竹の子大作戦
日本の竹林を美しく再生するプロジェクトをパネル展示にてご紹介致します。竹資源の更なる有
効活用の研究及び事業化に多くの人々に参加を得ながら竹と人類の深い縁を再構築致します。

日時：4/23（土）、4/24（日）　　会場：富士竹類植物園
企画：バンブーヴィレッジ　　http://www.nafa-take.com/
ジャンル：環境教育

“孤高”白石かずこ（詩）＋井野信義（Bass）LIVE　＠新世界
ビート、‘70s、ジャズ・・。詩人白石かずこを表わす言葉は数多い。が、彼女はただ孤高。
20歳の初詩集から60年、走り続ける永遠のマドンナの今を目撃する夜。

日時：4/8（金）19：00～　　会場：西麻布「新世界」
企画：Jazzflower/ L.L./ アースデイおはなしの森　　http://shinsekai9.jp/
ジャンル：音楽・アート

Safety ride, Smiles on The Road
サイクルピクニックを安全に楽しむためのブースを荒川河川敷で展開します！
ライトウェイプロダクツジャパン（株）協力による無料メンテナンスなどを予定。 
詳細はWEBで！

日時：4/9（土）　11:00～17:00　※予定　　会場：荒川河川敷
企画：GREEN ONION　　http://www.greenonion.jp/
ジャンル：その他

レアメタル採掘とつながるゴリラ　～ルワンダ／コンゴ民主共和国の「今」～
コンゴ民主共和国とルワンダ。豊かな国立公園に野生ゴリラ、豊富な資源など、似た財産を
持ちながら異なる２国。今年３月現地を訪れたケータイゴリラメンバーが現状をレポートします。

日時：4/6（水）19:00～21:00　　会場：FLAT SPACE 事務所
企画：A SEED JAPAN・ケータイゴリラ　　http://www.gomizero.org/ketai_gorilla/
ジャンル：自然

Earthdayエコモノ市
地球や体のことを考えた湘南のお店や地元農家が集結！ 地元に密着した「毎日が楽しくなる
Earthday」をテーマに親子で地球のことを一緒に考え、行動できるイベントを開催。

日時：4/3（日）　　会場：ecomo  藤沢市城南5-6-20　　
企画：ecomo　　http://www.ecomo-lohas.com/
ジャンル：食・農

新しいKAMISUKI、和紙造形を体験しよう！
和紙造形は楮とねりを使った新しい KAMISUKI。自宅で本格的な和紙を漉くことができる。アー
スデイを記念して、和紙造形体験ワークショップの受講料 3,000 円が 10%OFF！

日時：4/2（土）、4/7（木）、5/5（木）、5/7（土）　　会場：恵比寿
企画：日本和紙造形研究所　　http://washizokei.jp/
ジャンル：音楽・アート

EARTHLING 2011
EARTHLING 2011 は、これからの人間の可能性について共に考え、明日からの行動を生み出
すイベントです。様々な専門分野のエキスパートたちがプレゼンテーションを行います。お楽しみに！

日時：4/2（土）、4/3（日）　　会場：慶應義塾大学 日吉キャンパス 協生館 藤原洋記念ホール
企画：Think the Earth プロジェクト+ イベント実行委員会
http://www.thinktheearth.net/jp/earthling/
ジャンル：その他 (コミュニケーション)

アースデイ・キャンプ Natural High !
自然溢れるロケーションの中で、キャンプを楽しみながら、音楽とアウトドアで遊ぶ２日間。トークや
ワークショップが充実した理想的な野外フェス！

日時：5/20（金）～5/22（日）　　会場：山梨県／道志の森
企画：アースガーデン 　　
http://www.naturalhigh.jp/
ジャンル：音楽・アート

3R

J-WAVE xChange 2011
服やCDを持ちよる物々交換パーティー。「もの」だけでなく「気持ち」も交換して、新しいシェアの
時代を楽しみましょう。16日の夜は、ナイト・イベントも開催します。

企画：J-WAVE xChange事務局
日時：4/16（土）10:00～20:00、 4/17（日）10:00～16:00
会場：青山 国連大学前 ファーマーズマーケット会場内
http://www.j-wave.co.jp/special/xchange/2011/
ジャンル：3R 3R

3R

3R

ヘンプカープロジェクト2011北海道
北海道の農業再生と地域活性化を目指して、ヘンプオイルで走る車（ヘンプカー）が道内のあち
こちで麻市（ヘンプマルシェ）を開催します。

日時：7/7（木）～8/8（月）　　会場：北海道全域
企画：ヘンプカープロジェクト2011北海道　　http://www.taimasou.jp/
ジャンル：環境教育

コンドーム工場製造工程見学バスツアー
コンドームの達人岩室紳也氏参加のコンドーム工場見学バスツアー。HIV・STI 予防啓発に興
味のある教員や医療関係者、学生などで行う、観光も含めたフィールドワーク。

日時：8/26（金）　　会場：不二ラテックス社栃木工場
企画：Source　　http://ameblo.jp/source-ameblo/
ジャンル：女性・子ども

わんのはなエコロジカルドッグライフ学校
愛犬と共生するライフスタイルを学ぼう。現代の問題（食の問題、ワークドッグ、棄て犬等）に関す
るワークショップ、デモンストレーション。各種愛犬グッズの紹介と販売。

日時：11/20（日）　　会場：静岡県駿東郡清水町ナチュラルビレッジ
企画：わんのはな　　http://wannohana.com/
ジャンル：生物多様性

ハッピー・リトル・ソート
青山・麻布十番エリアでも「ハッピー・リトル・ソート」をコンセプトとしたイベントを開催予定です。
また、家族連れの集まるショッピングモール等を中心に、苔玉ワークショップを行います。

日時：9月頃　　会場：青山・麻布十番周辺
企画：ハマカワ家と仲間たち  　　http://ameblo.jp/hamakawanakama/
ジャンル：その他（ちきゅう家族）

LOVE49プロジェクト　全国街頭予防・啓発アクション
がん発見のプロフェッショナル集団、細胞検査士が年々若年化する子宮頸がんに警鐘を鳴らす
べく全国 35都道府県の街頭などで子宮頸がん予防・啓発アクションを行います。

日時：4/9（土）中心　　会場：全国35都道府県の街頭
企画：NPO法人子宮頸がんを考える市民の会・日本細胞診断学推進協会　細胞検査士会
http://love49.org/
ジャンル：女性・子ども

アースデイいのちの森2011
森へおいでよ！　いのちのつながりを感じながら、都心の森の中で地球への感謝を捧げるアース
デイ。子供も大人も鳥も虫も草木も精霊も、やおよろず一体となって、ともに生きる喜びを分かち
合う“まつり”を、今年も明治神宮の杜で開催します。

日時：4/23（土）、4/24（日）　　会場：明治神宮　芝生広場、参集殿
企画：いのちの森実行委員会　　http://inochinomori.net/
ジャンル：自然

ノルディックウォーキング体験
アースデイ東京＆国際森林年にちなみ、“森林の国”フィンランドからやってきた新しいウォーキン
グ法で、麻布十番をスタイリッシュに歩きます！

日時：4/16（土）14：30～　　会場：スロースタイル薬局Liko
企画：スロースタイル薬局Liko、NPO法人 Liko-net（共催）
http://www.slowstyle-liko.jp/
ジャンル：自然

動物と人の架け橋　アニマルコミュニケーション
オーラから動物の心や体の情報を読み取りお伝えします。動物にも感情があり、想いを伝えたいと
願っています。普段行っているセッションを10％OFFで行います。

日時：4/11（月） 11:00～18:00　　会場：湘南台コミュニケーションルーム
企画：Petite Lumière　　http://www.petite-lumiere.net/
ジャンル：生物多様性

アースデイ× MOTTAINAIフリーマーケット
4/10限定：アースデイ特別企画！ 衣類や使用済み天ぷら油、古本、ビニール傘の資源回収
にご協力頂いた方先着200名様にMOTTAINAIオリジナルエコバックをプレゼント！

日時：4/10（日）　　会場：明治公園（JR線『千駄ヶ谷』駅より徒歩7分）
企画：MOTTAINAIキャンペーン事務局　　http://mottainai.info/fleama/
ジャンル：3R 3R

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

こころとからだをつなぐ～ここからミーティング2011～　
家族・親子のこころとからだをつなぎ、育む二日間。今年は映画「大丈夫。」と細谷亮太先生の
講演がオープニング。赤ちゃん学、おむつなし育児、整体等のワークショップがそろいます。

日時：5/7（土）、5/8（日） 10:00～17:00　　会場：東京オリンピック記念青少年総合センター
企画：NPO法人自然育児友の会　　http://shizen-ikuji.org/
ジャンル：女性・子ども

etc.その他

自然

平和

生物多様性

環境教育

CO2 温暖化防止

音楽・アート

エネルギー

3R 3R

女性・子ども

国際協力／フェアトレード

食・農

オーガニック

貧困

生物多様性を３Dで実感しよう！
GW 期間中、ソニーはご家族でお楽しみいただける 3D のイベントを開催。ソニーが支援する国
際環境NGOのコンサベーション・インターナショナル（CI）が、南米で撮影した3D映像を公開。
その他、会場では映画、音楽、ゲームなどの3D作品も上映します。

企画：ソニー（株）、他　　日時：4/29（金）～5/8（日）
会場：東京・銀座 ソニービル 8F OPUS（オーパス）
http://www.sonybuilding.jp/event/opus/
ジャンル：生物多様性

関連企画

つくば棚田・里山再生プロジェクト
耕作放棄されていた棚田の再生を目指し2007年発足。地元の方の指導を仰ぎ、スタッフ、会
員の有志が集まります。今年は「カンキョウショウ区」「ノウスイショウ区」に分け、景観保護と
農業体験推進に注力します。

日時：毎週土曜
会場：つくば市　宝篋山（ほうきょうさん）ふもと
企画：らでぃっしゅぼーや
http://corporate.radishbo-ya.co.jp/social/tanada.html/
ジャンル：食・農

アースデイ東京2011 × 白井グループ
ラッピングごみ収集車
今年も！白井グループのごみ収集車がアースデイ東京の広報媒体として東京都内を走り回りま
す。見つけたあなたには、きっと幸運が訪れますよ。

日時：3/23（水）～2012年 4月　※次回アースデイまで　　会場：都内
企画：白井グループ　　http://www.shirai-g.co.jp/
ジャンル：3R

MJトリビュート・ライブ for アースデイ
チャリティをポップに。世界を平和に変えるため…歌とダンスで伝えたい!!マイケル楽曲オンリー
のチャリティ・ライブを行います。詳しくはHPまで。

日時：4月～6月　会場：首都圏
企画：アースデイwithマイケル実行委員会および加盟各団体
http://withmichael.org/
ジャンル：音楽・アート

アースデイ連動「樹から生まれた手袋」プレゼント企画
ご来場者様に案内したダンロップホームプロダクツのファンページにて、モニター商品をプレゼントします。

日時：4月初旬～4月末日　企画：（株）ダンロップホームプロダクツ
http://www.dhp-dunlop.co.jp/
http://www.facebook.com/dunlop.home.products/
ジャンル：3R

小田急グループ・アースデイアクション
●AGRIS　SEIJO　アースデイ　鉢植えリユースキャンペーン
アグリス成城では今年から世田谷・成城で不要になった鉢をリユースし、草花やハーブを植え
込んだ鉢植えとして販売しています。期間中はアースデイコーナーを設けて、特別価格で販売
します。野菜づくりが楽しめる貸菜園も随時見学可能ですので、ぜひ「アグリス成城」にお越
しください。
日時：4月～5月　　会場：アグリス成城
http://www.agris-seijo.jp/

●ナチュラルミネラルウォーター「箱根の森から」
～あなたが飲むと、森がうるおう～「箱根の森から、箱根の森へ。自然の恵みが循環します。」
売上１本につき1円が、箱根の自然保護のために寄付されます。発売2周年を記念して、4月1
日～ 4月30日まで、小田急線各駅売店・自販機等で特別価格にて販売します！また、アースデ
イ東京2011のパンフレットを持って「アグリス成城」にお越しいただいた方には、先着50名様
まで「箱根の森から」を１本無料でプレゼントします。
日時：4/1（金）～4/30（土）

日時：4月～5月　企画：小田急電鉄（株）
http://www.odakyu.jp/water/index.html/
ジャンル：その他

アースデイ×ぐらするーつ渋谷店
毎日がアースデイ＆フェアトレードデー！フェアトレード、オーガニック＆エコロジー、平和をコンセプト
にしたお店です。

日時：4月中　　会場：ぐらするーつ渋谷店　　企画：ぐらするーつ
http://grassroots.jp/blog/shibuya/
ジャンル：国際協力/フェアトレード

アースデイ・サポート
ROOTOTE
公式グッズとしてもおなじみのアースデイ・サポート ROOTOTE を ROOTOTE GALLERY で
販売します。販売価格の 5％をアースデイ東京 2011 実行委員会の活動資金として寄付させて
いただきます。

日時：4月上旬～　　会場：ROOTOTE GALLERY各店舗
企画：（株）スーパープランニング　　http://rootote.jp/
ジャンル：その他

Save the Waterセミナー
2030 年には世界人口の半数が水ストレスに晒されると言われています。本セミナーではゲスト講
師をお招きし、世界や日本の水問題、そして流域保全という概念について学びます。

日時：4月上旬　　会場：未定　　企画：A SEED JAPAN・水プロジェクト
http://www.aseed.org/asj_water/
ジャンル：その他（水）

ザ・ボディショップ
アースデイ スペシャルウィーク
●新シャワージェル　アースラバーズ発売
100%生分解。肌だけでなく地球にも配慮した次世代ボディシャンプーが誕生。こだわりのハーブ
とフルーツをユニークな組合せで融合し、朝のシャワーにぴったりな刺激的で気持ちを高める香りに
仕上げました。独自の環境基準を満たす印の“エコ・コンシャス”マークは、水生生物に害を与
えない成分や生分解する成分を厳選し使用している印です。コミュニティ・フェアトレードで調達し
たグアテマラ産アロエで柔らかい洗い上がり。地球のことを考えながらシャワータイムを楽しめます。
日時：4月～

●アースデイスペシャルセミナー開催　＠ザ・ボディショップ新宿店
4/24(日)15時～ 16時　「北極からのレポート～ホッキョクグマの王国で今起きていること」
スピーカー：グリーンピース・ジャパン　広報部 金繁 典子氏
※詳細やお申込み方法についてはこちらをご覧ください。
http://www.the-body-shop.co.jp/values/

●ザ・ボディショップ表参道店＆渋谷店
2日間限定　先着50名様サンプルプレゼント！4/23-24の期間中「アースデイ東京2011」の
ロゴマークを対象店舗で見せるとスキンケアサンプルをプレゼントいたします。パンフレットのほか、
会場のポスターやバナーに掲載されているロゴマークの画像でもOK！ 環境やフェアトレードにこ
だわる商品の数々、ぜひお試しください！
ザ・ボディショップ表参道店 Tel. 03-3499-6396
ザ・ボディショップ渋谷店　Tel. 03-5459-1531

日時：4月～　　企画：ザ・ボディショップ
http://www.the-body-shop.co.jp/
ジャンル：その他

●「アヴェダ ライフスタイル サロン&スパ南青山」では4月19日（火）11:00～17:00の間、アー
スデイ月間特別営業をします。サロン新規のお客様限定で、メニューはすべて通常価格より
30％オフです（全額を募金に充てさせていただきます）。また、当日のヘッドスパは特別メニュー
（45分）でのご案内のみです。（カットとの併用不可）　
※特別内容による営業の為、お受けできかねるメニューもございます。ご了承下さい。
※他のキャンペーンとの併用は出来ません。

各アヴェダ ネットワーク サロンではスタッフが趣向をこらし、お客様に募金・啓蒙活動を実施。
詳しくは店頭、またはWEB（www.aveda.co.jp）をご覧下さい。

●アヴェダ「Walk for Water（水のために歩く）」
世界のある地域では生活に必要な水を得るために毎日6キロ歩き、運ぶ水の重さは20リットルと
いわれています。その大変さを実感し、意識を高めるために、4月に世界各地でアヴェダのサロ
ンスタッフとお客様が一丸となってウォーキングを行い啓蒙します。2008年にカナダで始まった
「Walk for Water」は、2010年には世界80以上の都市で行われました。今年、日本では約
200名のアヴェダ ネットワーク サロンのスタイリストたちが水問題への意識向上を図り、実感す
るために神田上水の史跡を巡りながら歩きます。
日時/4月19日（火）10時～17時　御茶ノ水から西早稲田までの約6km

日時：3月～
企画：アヴェダ
http:// www.aveda.co.jp/
ジャンル：その他

スタイラ アースデイアクション
スタイラは、「地球のことを考えて行動する日、アースデイ」に賛同し、期間中、スタイラ商品をお買
い上げの方に、アースデイオリジナル缶バッチをプレゼント！地球環境を考える意識の輪を広げて
いきます。

日時：3/1（火）～缶バッチ在庫終了まで
会場：スタイラショップ（有楽町マルイ店、表参道ヒルズ店、
　　　横浜ベイクォーターANNEX店、小田急百貨店新宿店化粧品フロア内 他）
企画：（株）スタイラ
http:// www.stylaonline.jp/
ジャンル：その他

ココロとカラダ、自然とつながる
瞑想や呼吸法、カンタンなヨガを通じて、普段忘れがちな、心と体、自然とのつながりを感じるワー
クショップをおこないます。詳細は後日ＨＰにてご案内いたします。

日時：3月～5月
会場：関東近郊
企画：Art of Living & Toumai
http://www.artoflivingjapan.org/　 http://www.cafetoumai.com/
ジャンル：自然

天ぷら油リサイクル発電大作戦　－発動！　東京油田力－
2011人から2011リットルの天ぷら油を集め、アースデイ東京2011の発電エネルギーを自給し
ます。貯め方、回収ステーション設置箇所はTOKYO油田HPまで！

日時：2/25（金）～4/22（金）
会場：都内各所（＊HP参照）
企画：ＴＯＫＹＯ油田2017（株）ユーズ
http://www.tokyoyuden.jp/
ジャンル：エネルギー

ワコール ブラ・リサイクル
ワコールでは、2008年よりお客様の不要になった“ブラジャー”を回収し、産業用固形燃料
「RPF」に加工する活動を、毎年「ブラの日」から「アースデイ」に実施しています。

日時：2/12（土）ブラの日～4/22（金）アースデイ
会場：ワコールグループの一部店頭（約830店）
企画：（株）ワコール
http://www.wacoal.jp/braeco/
ジャンル：3R

EARTH & ANIMALS
アースデイ東京2011に向けて、EARTH & ANIMALS がアースデイと動物について情報発
信をします。さあ、みんなでアースデイ東京2011を楽しみましょう！ 

日時：1/1（土）～4/24（日）
会場：VEGAN Healing Cafe 渋谷店・荻窪店
企画：毛皮はいらない連絡網/社団法人SORA
http://nofur.net/　 http://sora.ne.jp/
ジャンル：生物多様性

お野菜の日
食育講座：旬のお野菜の調理の仕方、身体によい食べ方をお教えします。お米、お野菜、加工
品等の販売を通じて秀明自然農法を紹介しています。

日時：毎月25日13:00～15:00
会場：SNN東京事務所内（世田谷区深沢6-17-21）
企画：SNN東京センター（任意団体「東京土を愛する会」）
※上記任意団体のHPは4月アップに向けて制作中
ジャンル：食・農

3R

3R

3R

オレンジプロジェクト2011
放置ミカン農園の維持再生を目指した日帰りのワークショップ。海が一望できる農園で、自然の循
環や食・農を五感を通して体感する農的ライフスタイルを始めませんか？ 

日時：3/20（日）、 4/17（日）、 5/15（日）他　　会場：神奈川県小田原市 
企画：NPO法人ビーグッドカフェ 　　http://begoodcafe.com/  
ジャンル：食・農

●パタゴニア鎌倉ストア　 tel:0467-23-8970 
【店内：スピーカーシリーズ】WWFにおける「水」問題への新たな取り組み
　日時：3/29（火）19：30～
　スピーカー：水野敏明（WWFジャパン業務室法人グループ）
【店頭：グラスルーツテーブル】 
　日時：4/2（土）　　出展団体：サーフライダー・ファウンデーション・ジャパン　
　日時：4月中旬　　　出展団体：ジェーン・グドール・インスティテュート・ジャパン
　日時：4/9（土）　　出展団体：上郷開発から緑地を守る署名の会
　日時：4/30（土）　　出展団体：ホタルのふるさと瀬上沢基金

日時：3/16（水）～4/30（土）　　企画：パタゴニア日本支社
http://www.patagonia.com/japan/
ジャンル：自然

パタゴニア・アースデイ・アクション
全国の16の直営店を通じて支援してきた環境団体と協力し、各地の森や川、海の自然を守る
ための行動を呼びかけるイベントを開催していきます。

●パタゴニア 東京・目白 tel:03-5996-0905 
【店内：スピーカーシリーズ】 止まらない八ッ場ダム工事が教えてくれること。
　日時：4/13（水）19：30～
　スピーカー：渡辺洋子（八ッ場あしたの会）　

●パタゴニア 東京・渋谷 tel:03-5469-2100   
【店内：スピーカーシリーズ】 水の問題を見つめ直す
　日時：3/25（金）20：30～
　スピーカー：A SEED JAPAN・水プロジェクト

●パタゴニア 東京・神田 tel:03-3518-0571  
【店頭：グラスルーツテーブル】 みんなで守る首都圏の大草原、三ツ又沼ビオトープ
　日時：4月下旬
　出展団体：荒川の自然を守る会　
【店頭：グラスルーツテーブル】 彩の国資源循環工場は、私たちの問題です
　日時：4月下旬
　出展団体：彩の国資源循環工場と環境を考えるひろば
【店内：ワールドカフェ】 行動しよう～自然環境と暮らし～
　日程：3月下旬 20：30～
　協力団体：荒川の自然を守る会 /彩の国資源循環工場と環境を考える広場

●パタゴニア 東京・ゲートシティ大崎 tel:03-5487-2101   
【店内：写真展】 タイガ・インスタレーション ｂｙ伊藤健次 Ｘ タイガ・フォーラム
　日程：3/26（土）～4/4（月）　　協力団体：タイガの森フォーラム
【野外イベント】 都会の川を知ろう！～目黒川はどこからくるの？
　日時：4/23（土）9:00 集合（予定）　　場所：川の資料館　
【店内：展示】 私たちの生活と川～目黒川の水と私たちの水
　期間：4月中旬

●パタゴニア ベイサイド・アウトレット　 tel:045-778-1205
【野外イベント】探しに行こう！明日からできること～森編～
　日時：5/14（土）集合 9:00　　場所：港南台駅（予定）
　協力団体：NPO法人ホタルのふるさと瀬上沢基金
【店頭：グラスルーツテーブル】探しに行こう！明日からできること～森編～
　日時：4/23（土）　　協力団体：NPO法人ホタルのふるさと瀬上沢基金
【野外イベント】「探しに行こう！明日からできること～川編～」
　日時：5/28（土）集合 9:30　　場所：大道小学校（予定）
　協力団体：体ふるさと侍従川に親しむ会
【店頭：グラスルーツテーブル】探しに行こう！明日からできること～川編～　
　日時：4月下旬　　協力団体：ふるさと侍従川に親しむ会

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

ティンバーランド アースキーパーズ コレクション
リサイクルＰＥＴやオーガニックコットン等、環境に優しい素材を用いたアースキーパーズ フットウェ
ア コレクションを販売中。

日時：3月～
会場：ティンバーランド青山店、新宿伊勢丹ＰＣ４店他、全国のティンバーランドショップ
企画：ティンバーランド
http:// www.timberland.co.jp/
ジャンル：その他 etc.

etc.

etc.その他

自然

平和

生物多様性

環境教育

CO2 温暖化防止

音楽・アート

エネルギー

3R 3R

女性・子ども

国際協力／フェアトレード

食・農

オーガニック

貧困

アヴェダ アースデー月間２０１１年
アヴェダは企業活動の根幹として環境強化月間「アヴェダ アースデー月間」を毎年実施してい
ます。1999年から継続的に行っているアースデー月間も今年で13年目、その間1,800万ドル
（約17億円）を世界中でサポートが必要な地域に提供しています。今年は3月24日から4月27
日まで、世界30を超える国における約7,000店舗のアヴェダ ネットワーク サロンにて、400万
ドル（約3億5,800万円）、日本では10万300ドル（約898万円）を目標に啓蒙・募金活動
を行います。今年のテーマは「水のために闘うこと、それは命を守ること」。世界中の人々が「き
れいな水」を得られるよう、一緒に闘いましょう！ 

●各店舗で、売上の100%を環境保全機関「グローバル グリーングランツ ファンド（GGF）」
へ寄付する100％エコサート オーガニック認定エッセンシャルオイルを使用したアロマキャンドル
「オーガニック ラベンダー キャンドル」を数量限販売します。GGFを通じ、世界中の「きれいな水」
を得るための活動機関へ寄付されます。

●「アヴェダ ライフスタイル サロン&スパ南青山」にて3月1日（火）・22日（火）・29日（火）にアー
スデイ月間特別ワークショップ「チャリティー ヨガ ワークショップ～ヨガで身体も心も地球もきれ
いに～」（各回定員15名・時間18:45～ 20:45（2時間））を実施。
参加費は3000円で、全額募金に充てさせていただきます。　
お電話（03-5468-5800）か南青山店の店頭でお申し込み下さい（先着順）。
※3回とも、内容は同じです。お一人様1回のみの参加とさせていただきます。
【講師】圭子（けいこ）氏　クリパルセンター公認ヨガ講師
※4月・5月も様々なワークショップを開催予定です。詳しくは店舗までお問い合わせ下さい。

『スタート！ 地球サミットアクション ～私たちが考える、未来の一歩』
2012 年に開催される地球サミットに向けて動き出した、社会を変えるアクション。プレゼンテー
ション＆全員参加のグループワークを行います。

日時：3/19( 土 )13:00～18:00
会場：日本財団ビル 1階バウルーム （〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル )
企画：地球サミット 2012 Japan 、Tokyo Think Sustainability
共催 :日本財団 CANPAN　　http://earthsummit2012.jp/
ジャンル：その他

etc.

大地を守る会　アースデイ入会キャンペーン実施中！
アースデイ期間中に有機食材宅配の「大地を守る会」に入会すると、有名デザイナーによるお
しゃれなロゴマークがプリントされた特製エコバッグをプレゼント。普段のお買い物から、地球のこと
を考えて行動していきたいですね。

日時：3/16（水）～4/30（土）　　企画：（株）大地を守る会
http://www.daichi.or.jp/
ジャンル：オーガニック

あなたのつぶやきが、世界を変える。 for Earth Day
人と地球をテーマに、世界中の人が笑顔で暮らせる未来のためのメッセージをつぶやこう！下記サ
イトでつぶやくと虹色のハートが現れます。ハッシュタグ：#MDGs2015jp

日時：4/1（金）～4/30（土）　　会場：インターネット上
企画：世界の「貧しい」を半分に。 MDGs2015キャンペーン　　http://mdgs2015jp.jp/
ジャンル：貧困

SPRING LOVE～春風～
『SPRING LOVE ～春風～』は、音楽を通じて、平和・非戦・非暴力の尊さを訴えるフリーフェ
スティバルです！  いつも僕らのそばにある音楽、そのゆるぎない、計り知れない力で平和の意識の
入口に立つことが出来るということをみんなで再認識しましょう。

日時：4/2（土）、4/3（日）　　会場：代々木公園　　企画：SPRING LOVE実行委員会
http://www.balance-web.com/harukaze/index.html/
ジャンル：平和

ごみゼロナビゲーション in 春風
「春風」の会場で出るごみ・資源を、主催者・来場者と協力して分別回収します。来場者自身に
分別を行ってもらうことで、環境やごみの問題を考えてもらうキッカケにします！

日時：4/2（土）、4/3（日）　　会場：代々木公園
企画：A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション　　http://www.gomizero.org/
ジャンル：３Ｒ 3R




