


アースデイ東京2012を終えて

EARTH DAY TOKYO 2012
　Thank you everybody for taking part in Earth Day Tokyo 2012. It took a lot of planning, a lot of 
work, and, for me anyway, a lot of fun.
　The Earth Day festival is a celebration of life on our planet, but in 2011 and this year, we had 
the shadow of the memories of the March 11th. earthquake and tsunami disaster casting its 
shadow, combined with the evil man-made monster and the long-lasting and increasingly complex 
difficulties and challenges forced into our lives by the Fukushima nuclear fiasco. Japan has been 
reeling from, and then dealing with, the power of natural disasters since the dawn of the nation’s 
history, however, this self-inflicted nuclear disaster has hurt Japan, and Japan’s image and trust 
abroad, in a way never known before. Even now, with the majority of people rejecting nuclear 
power there are strong elements in government and industry who insist that it must carry on, and 
these people brush aside the wishes of the people as if they were annoying, buzzing flies.
   We can’t give to arrogance and ignorance. Through the Earth Day spirit we must continue to 
make our wishes and opinions clear, and we must do our best to link hearts and minds to the 
healing and sustaining of planet Earth. I look forward to seeing you all again in 2013

後 援
環境省／農林水産省／文部科学省／東京都／渋谷区／日本労働組合総連合会（連合）／東京商工会議所／日本生活協同組合連合会／東京都生活協同組合連合会／（公社）東京都専修学校各種
学校協会／渋谷公園通商店街振興組合／朝日新聞社／読売新聞社／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／
TOKYO FM／Inter FM
特 別 協 賛
コールマン ジャパン（株）／TOWER RECORDS／ティンバーランド ジャパン
協 賛
アヴェダ/旭化成ホームプロダクツ（株）/アズビル（株）/（株）エイアンドエフ/AIGLE/エコランド/エナジーグリーン（えねぱそ）/（株）大川印刷/KEEN-Japan/キリンビール（株）/キリンホールディン
グス（株）/サコス（株）/THE NORTH FACE/（株）サンエー印刷/SIGG/（株）シップス/（株）スタイラ/（株）スノーピーク/大地を守る会/宝酒造/（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/（社）東京産業廃棄物協会/東都生活協同組合/（株）トレジャー・ファクトリー/（株）ナファ生活研究所/（公社）日本アロマ環境協会/日本労働組合総連合会（連合）/パ
タゴニア日本支社/BEAMS/（株）ピカ/Visionary Arts/（株）兵左衛門/FIAT/フィールドライフ・エバーブルー/Project sustainability/（株）文星閣/Baycrew's Group /Marmot/松田マヨネ
ーズ/ MOTTAINAI/ヤッホーブルーイング/Euvodesign+/楽天（株）/（株）ラッシュジャパン/らでぃっしゅぼーや/ラフマ・ミレー（株）/ROOTOTE/ワタミ（株）/日本労働組合総連合会東京都連合会
（連合東京）/全日本自治団体労働組合（自治労）/自治労東京都本部
協 力
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/（有）エスユートゥー/エネルギーシフトパレード/遠藤聡明/オムニインターナショナル（株）
/（株）オンザウェイ/greenapple/（特非）green bird/コンサベーション・アライアンス・ジャパン/SOUND CONNECTECH/NPO法人里山保全再生ネットワーク/三和舞台（株）/G-D/（特非）gentle 
one/（株）湘南ぴゅあ/スペースふう/（株）スマッシュ/SevenTen/（有）染谷商店/宝桃園/地域環境デザイン研究所ecotone/(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/北斗企画/
ＰＯＤ（株）ポラン オーガニックフーズ デリバリ/三穂電機（株）/メガラージュ（株）/（株）ユーズ/（有）ユック/よろず制作企画室/rainbow echo/（株）レオミュージック/（株）ワッカ

「another world is possible、新しい未来は自分たちの手で」

2012年4月21日（土）、22日（日）

代々木公園、渋谷、原宿、表参道 ほか

代々木公園 110,000人（内訳：(土) 60,000人、(日) 50,000人）

141イベント（関連企画48イベント含む）

396グループ

607人

42媒体

アースデイ東京2012実行委員会

コンセプト

開催日

主な会場

来場者数

参加イベント

参加総グループ

ボランティア

当日取材メディア 

主催

アースデイ東京2012に関わってくださったみなさんに御礼を申し上げます。

多くの準備や苦労がありましたが、私にとってとても楽しいものとなりました。

アースデイは、私たちの地球上のいのちを讃える祭典です。しかし、2011年と今年においては

3月11日の記憶が影を落としました。地震と津波災害が投げかけた影は、原発と結びつき、長く

複雑化する困難や難問を私たちの生活に押し込みました。

日本は、国の歴史の夜明け以来、自然災害に翻弄されつつも対処してきました。しかし、この自ら

招いた原発の災害は、これまでにない方法で日本という国を傷つけ、また海外での日本のイメー

ジと信頼をも傷つけました。このような大事故の後でさえ、大多数の人々が原子力に反対してい

るにも関わらず、政府と産業界の中には原子力を続行しようとする強い動きがあり、市民の願い

をまるでうるさい蠅であるかのように無視しています。

私たちはこの横暴と無知を受け入れることはできません。アースデイ・スピリットによって、私たち

の願いと考えを明らかにし、訴え続けなくてはいけません。そして、地球を癒し持続させることに

私たちの心と頭が結びつくよう努力しなくてはいけません。

2013年もみなさんと再びお会いできるのを楽しみにしています。

C.W.ニコル

アースデイ東京2012 実行委員長　C.W. ニコル
1940年、イギリスのウェールズ生まれ。カナダ政府の技官として北極の海洋哺乳類
の研究調査、67年よりエチオピアで国立公園の創設にあたり、公園長を務める。80
年長野県黒姫に居を定め、執筆活動を進める。95年日本国籍を取得。2002年財
団法人「C.W.ニコル・アファンの森財団」設立。著書に「勇魚」「盟約」など多数。

メインビジュアル：遠藤聡明
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アースデイパレード
アースデイ東京タワー・ボランティアセンター
キッズウィークエンド 福島こども保養ツアー 
リトルアースデイ withフクシマ 
アースデイ・コンサート  
アースデイ・トークステージ＆アースダイアログ
アースデイ・NPOビレッジ / アースデイ・キッチン 
アースデイフォレスト 
アウトドアビレッジ
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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～ / 
里山暮らし実験室 ～ハイザイ2012～ オロチ & 345cafe 
Dish Reuse System / リサイクルバナープロジェクト /
リユースＴシャツでECO
天ぷら油リサイクル発電大作戦～渋谷はでっかい油田なんだ～ / 
チャリチャリ市
オーガニックコットン・ワールド with NPO法人 地雷原を綿畑に! 
Nature Saves Cambodia! / ヘンプ体験村 ―麻のある暮らしの提案
― / アースデイ with マイケル
エコな“気持ち”があれば充分！あなたはどんなエコを体験する？ / 
森にふれる!! / フェアトレードビレッジ＆ピースマイルステージ
ヒマラヤバザール/アースデイ・Ocean Peoples / 
エコ雑貨ライフ展2012
アースデイ・オレンジプロジェクト / 竹の子大作戦/
いのち育む「土」こそ宝！ / 土と平和・春の祭典2012
ファーマーズガーデン“春” / アースデイKIZUNAタペストリー・ワーク
ショップ　紙すきで心をつなぐ「imagine! ひとりじゃないよ！」 / 
津波被害で壊滅した小さな町に新規事業を興すプロジェクトの紹介 / 
がんばるっちゃ南三陸！
いのちをつなぐ ベビーアースデイ /  LOVE49プロジェクト / 
EARTH & ANIMALS
オオカミに関する質問に答えます / 大切なのは家族の想い…アニマル
コミュニケーション / BLUE BIRD～青い空と海を自由に渡る鳥のよう
に～ / わんのはなエコロジカルドッグライフ学校
カンボジアの子ども達にカンボジア語でメッセージを届けよう！ / 
世界的に人道支援をおこなう、TPRF活動の紹介/口座を変えれば世
界が変わるキャンペーン
アースガーデン“春” / 鍼灸マッサージで免疫力アップ！ / 
The Future We Want!～地球サミット（Rio+20）～
アースデイLOFT / 海からの贈り物「シーボーンアート展」 /
 『農力検定テキスト』出版記念講演＆交流会 / E-じゃないか2012 ～地
球を感じて、自分の使命に気づくワークショップ～

関連企画
協賛企業ブース
オフィシャルグッズ
データで見るアースデイ東京2012　supported by azbil
広報
メディア掲載
決算 / 実行委員会
アースデイ東京に参加しませんか

実行委員団体企画

アースデイ東京2012報告書

アースデイ東京2012実行委員会企画
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