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ご協力いただきました全てのみなさま 

ありがとうございました。 

主催 
アースデイ東京 2014実行委員会 

  

後援 
環境省／文部科学省／農林水産省／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／東京新聞／日本経済新聞社／産経新聞社／NHK／TBSテレビ／TBSラジオ／文化放送／J-WAVE／TOKYO FM／

InterFM 

  

特別協賛 
コールマン ジャパン株式会社 ／ BRITA Japan 

  

協賛 
株式会社アートジョイ／旭化成ホームプロダクツ株式会社／エナジーグリーン（えねぱそ）／紙芝居を広める会／KEEN 

FOOTWEAR K.K.／キリン株式会社／株式会社サンエー印刷／株式会社 JR東日本ウォータービジネス／株式会社シップス／株式

会社大地を守る会／宝酒造／株式会社ダンロップホームプロダクツ／中越パルプ工業株式会社／中央労働金庫／一般社団法人

東京都産業廃棄物協会／東京メトロ／東都生活協同組合／株式会社ナファ生活研究所／THE NORTH FACE／パタゴニア日本支社

／PICAリゾートフジヤマキッチン／学校法人 安達文化学園 専門学校 ビジョナリーアーツ／Fiat／株式会社フルッタフルッ

タ／Marmot／よなよなエール醸造所（ヤッホーブルーイング）／Sunny hopes & Euvodesign+・NPOマリンプロジェクト／株

式会社ラッシュジャパン／らでぃっしゅぼーや株式会社／CHUMS／ROOTOTE／株式会社ルミネ／株式会社レパスト／日本労働組

合総連合会（連合）／全日本自治団体労働組合（自治労）／東京都生活協同組合連合会 

 

協力 
青山ブックセンター／株式会社アコースティック／UNPLUG LLC.／有限会社エスユートゥー／オムニインターナショナル株式

会社／株式会社オンザウェイ／グリーンアップル／NPO法人 green bird／Greenbecks CANDLE／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／三和舞台株式会社／G-D／NPO法人 gentle one／

スペースふう／株式会社スマッシュ／7Generation Walk／SevenTen／有限会社染谷商店／TOWER RECORDS／地域環境デザイン

研究所 ecotone／BE-IN／NPO法人ビーグッドカフェ／フジロック・フェスティバル／フジロックの森プロジェクト／北斗企

画／POD株式会社ポラン オーガニックフーズ デリバリ／メガラージュ株式会社／株式会社ユーズ／株式会社ヨンロクニ／

rainbow echo／株式会社レオミュージック／株式会社ワッカ 
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開催期間 2014年 4月 19日（土）、20日（日）（メイン期間） 

主な会場 代々木公園（メイン会場） 

来場者数 120,000人（土：55,000人、日：65,000人） 

  

キャッチコピー  この地球（ほし）の声に耳をすまそう 

コンセプト 私たちアースデイ東京 2014 実行委員は、この地球（ほし）に棲む声なき生命の

ささやきに耳を傾け、まだ見ぬ未来の子どもたちの笑顔を願い、この時代に生

きる私たちがするべきことを、様々なプログラムを通じて具体的に提案します。 

  

企画内訳 【A】農、食、フェアトレード、平和・国際貢献                企画：9 NPO/NGO ：36  

【B】子ども･子育て、女性、ココロとカラダ               企画：10 NPO/NGO ：3 

【C】ライフスタイル、循環型社会                企画：15 NPO/NGO ：6 

【D】森林・緑化、生物多様性                企画：10 NPO/NGO ：15 

【E】 若者、東北・福島支援、福祉、政治、教育、アート＆ピース 企画：6  NPO/NGO ：14 

【その他】オフィシャル・トークステージなど               企画：2  協力団体：3 

【その他の日程】           企画：12 

  

協賛出展数 37社 

飲食出展数 35グループ 

キッズウィークエンド 

第 3回保養ツアー 

・参加者数 130名 ・日程：4/18（金）～4/20（日）  

・福島県のこどもたちに自然体験プログラムやアースデイ東京 2014会場内でのワークショップを実施。 

ボランティア 延べ 499名 

  

地球のことを考えて行動する日、アースデイ 

「地球のことを考えて行動する」グループが集う 

日本最大級の地球フェスティバル 

 

開催概要 
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イベントレポート（全体） 
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■テーマ別ゾーン分け 
今年の出展エリアは、新たにテーマ別のゾーン分けを取り入れました。実行委員、協賛企業、NPO・NGO などの枠組みを超えて、同じテ

ーマに取り組む出展者が 1つのゾーンに集まることで、来場者によりわかりやすく伝わるアースデイを実現しただけでなく、出展者同士の

交流・情報交換も促すことができました。 
 

      

 

■テーマ別トークステージ 
また、今年はメインステージの他に、5つのゾーンにそれぞれのテーマに沿ったトークステージを設置。 

それぞれのテーマについてメッセージを発信しました。 
 

『キックオフ！ 

アースデイ大学』 

＆『地球時間』 

友産友消ステージ 
“からだこころ”  

トークステージ 

アースデイフォレスト

ステージ＋C.W. 

ニコルの森の学校 

“チェンジ・ザ・ 

ワールド”ステージ 

 

 

 

アースデイこどもアクション 

キッズ向けワークショップ 
アースデイ東京 2014 の出展者が企画するこども向けワークショップのスタンプラリーを行いました。たくさんのこどもたちが参加しまし

た。 協力：アースデイ東京 2014出展者 
 

女性・子ども優先トイレ 
毎年、混み合うトイレ。今年は女性と子どもの優先トイレを 6台設置しました。 
 

    

 

キッズウィークエンド 

アースデイ東京では、2012年より“キッズウィークエンド”と題し、福島の子どもたちへの保養ツアーを開催しています。 

今年も、約 150名の子どもたちと保護者の方が、野外でのアクティビティ、会場でのワークショップに参加しました。 

【助成】 (株)ラッシュジャパン 

【運営】 自然育児友の会、ポラン広場東京、NPO法人シャローム 

【運営協力】 青梅ブンブンの会、自由の森学園ほか 

【キッズウィークエンド・サポーターズ】 オムニインターナショナル(株)／(株)奇譚クラブ／コールマン ジャパン(株)／三和舞台(株)／(株)

シップス／メイド・イン・アース／(株)ルミネ 
 

    

 

  

イベントレポート（全体） 
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アースデイ・コンサート （メインステージ） 

 

 

アースデイ東京の中心“メインステージ”には、今年も

地球の未来にコミットする多彩で本格派のミュージシャ

ンが続々登場しました。音楽がきっかけで踊り出すよう

に、アースデイ東京をきっかけにアクションをおこす！

ムーヴメントが生まれる瞬間を共有しました。 
 

【開催場所】代々木公園野外ステージ 

【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、Seven Ten、 

rainbow echo 

  

 

 

4月 19日（土） 
11:00 デニス・バンクスさんによる祈りの場開き 

C.W.ニコル実行委員長による開会式 

12:00 Yae 
13:00 Arisa Safu 

13:30 「憲法 9 条にノーベル平和賞を」アピール 

14:00 OKI 
15:00 DAG FORCE 

16:00 尾崎亜美＆小原礼＆是永巧一 

17:15 加藤登紀子 with NTT 東日本東京吹奏楽団 

4月 20日（日） 
11:00 アースヨガ 

11:30 蜜 

12:30 アースデイ with マイケル 

and100%PARADE 

14:00 伝伝虫（自由の森学園有志合唱） 

15:00 アースデイ全員集合！ 

16:30 長見順トリオ 

17:30 白崎映美ととうほぐまづりオールスターズ 

＋梅津和時 

    

 

アースデイナイト （メインステージ近辺） 

メインステージの近くでは、夜のスペシャル企画を実施しました。 実施日時：4月 19日（土）19:00～20:30 

 

スクール油田キャラバン presents 

スペシャルライトアップショー 
集めたエコキャップをプラスチック油化装置で石油に

精製し、会場をライトアップしました。 

【企画】エコパーティー  

【協力】アースビジョンライトチーム  

アースデイ東京 2014 presents 

愛と平和のキャンドルナイト 
ティピの周りをキャンドルの灯りで埋め尽くし

て、ゆっくりとした夜の時間を作り出しました。 

【協力】Greenbecks CANDLE 

 

オフィシャル・トークステージ 
＜ソラトニワ×BLUEBIRD スペシャルステーション＞ 

『キックオフ！アースデイ大学』＆『地球時間』 
様々なアクティビストやゲストが集い、社会や環境ヘの取り組み、 

その活動の意義について話し合うプログラム『地球時間』のほか、 

通年をかけて「地球のために行動できる人を創る」ことを目的にした 

『アースデイ大学』の情報を発信しました。この模様はインターネット 

ラジオ局『ソラトニワ』で生放送されました。 
4月 19日（土） 
11:00 地球時間① 場開き～祈りの舞唄 

12:10 地球時間② 集まれ！全国のアースデイの仲間たち 

13:00 アースデイ大学 KICK OFF TALK SHOW 

16:00 地球時間③ 拝啓 未来世代の人たちへ―生命のささやきに耳を傾けるコツ― 

16:30 脱原発アクションのゆるキャラ「ゼロノミクマ」 

17:00 地球時間④ 五感で”生”をキャッチしよう！  

4月 20日（日） 
11:00 地球時間⑤ 見つめなおそう！捉えなおそう！日本の”パステルカラー” 

11:30 シブハナキャラクター「くもっくる」 

12:00 地球時間⑥ 地球の未来は子どもの未来 — 紙芝居＆ダンス — 

13:00 アースデイ大学 KICK OFF TALK SHOW  

16:00 地球時間⑦ はかる、知る、くらす。子どもたちを放射能から守るために 

16:30 ダンス・ダンス・ダンス 

17:00 地球時間⑧ 社会を動かすソーシャルグッドな会社の今 

 

イベントレポート（ステージ） 

デニス・バンクスさんによる祈りの場開き 

ネイティブアメリカンの生きる権利を守った伝説のインディアン、デニス・バンクスさんが登場！アー

スデイ東京 2014 のオープニングは、母なる地球と繋がる祈りが、私達の心にひろがることを願っ

て、デニス・バンクスさんによる『祈りの儀式』からはじまりました。 【協力】 7 Generations Walk 
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友産友消ステージ 農、食、フェアトレード、平和・国際貢献ゾーン 

    

4月 19日（土） 
11:00 「農家市場が拡げる友産友消」  

12:00 「被災地支援とフェアトレード」 

13:00 「たかがバナナ？〜身近なフルーツから見える世界のいま〜」  

14:00 「ナマケモノ倶楽部の友産友消 オーガニックコットンと GNH の種まき」 

16:00 「エコ雑貨が結ぶ シリア、フィリピン 二つの支援 

〜アレッポの石鹸＆シリア支援団体サダーカ、ココウェル〜」 

18:30 アースデイナイト映画上映：『 ヴァンダナ・シヴァ  いのちの種を抱きしめて』 

4月 20日（日） 
11:00 「友産友消−キッチンから世界を変えよう」 

12:00 「いのちをつくる日本豊受自然農、そしてホメオパシー」 

15:00 「いただきます、鹿肉〜豊かな森を育むために〜」  

16:00 「Everyday Greenpic ＆民種主義宣言」 

 

“からだこころ” トークステージ 子ども・子育て、女性、ココロとカラダ ゾーン 

4月 19日（土） 
10:30 わくわくヨガ「体験！親子で楽しむキッズヨガ」 

11:00 「シュタイナー学校で学んだ子どもたち」 

11:30 「レイキってなんだろう？」 

12:00 「～絆をはぐくむ～ おっぱい＆抱っこトーク」  

13:00 「ホメオパシーには解決策がある！心の病、難病、放射能 etc.」  

14:00 「おひさま☀ネットワークとは？」 

14:30 おしごと紹介① 子ども服 

15:00 「体験！親子で楽しむキッズヨガ」  

16:00 「悲しみから希望を〜母の日プロジェクト〜」 

「身近にある!?ＤＶ 心の支配のチェックシート」 

「日本でもある！人身取引」  

18:30 映画上映：『Girl Rising~私が決める、私の未来～』  

4月 20日（日） 
10:30 「ツボのワンポイントアドバイス＆ストレッチの効能講座」  

11:30 「日本におけるシュタイナー学校の可能性」 

12:00 「原千晶さんから学ぶ子宮頸がん検診の勧め」 

12:30 「touta.ユーゴさんが語る布ナプキンからみた 

女性の身体」 

13:00 「いつでも、どこでも使える！家庭で 

活かせる手軽なレイキ～私の場合～」  

13:30 「体験！親子で楽しむキッズヨガ」 

14:00 「おひさま☀ネットワークとは？」  

15:00 「ホットスポットファインダーで計ってみよう。」 

16:00 おしごと紹介② 竹布開発者 

16:30 おしごと紹介③ 布ナプキン 

 

アースデイフォレストステージ＋C.W.ニコルの森の学校 森林・緑化、生物多様性ゾーン 

Supported by BRITA Japan 

   【特別協賛】 BRITA Japan 

4月 19日（土） 
12:45 「被災地に森の学校をつくる」 CW ニコル／加藤登紀子 

13:45 「なぜ自然観察会なのか?」トークセッション 

14:45 「イマドキの森と動物と人間の三角関係について」  

15:45 「ミツバチとお花でまちづくり」 

16:45 「女子目線で拡げる、森とつながる木のある暮らしの提案」 

4月 20日（日） 
11:00 「森の恵みをいただくということ」 C.W.ニコル／新納平太 

12:00 「森づくりと生き物たち」 

13:00 「いきものとお話する方法 メダカ篇・トンボ篇・鳥篇」 

14:00 「馬をつかった懐かしくて新しい林業」 C.W.ニコル／石井敦司 

15:00 「森のチカラと可能性」 C.W.ニコル／盲学校の卒業生／高力一浩 

 

“チェンジ・ザ・ワールド”ステージ 若者、東北・福島支援、福祉、政治、教育、アート＆ピース ゾーン 

4月 19日（土） 
11:30 ワカモノ×ミライ 

「モノモース！〜ワカモノが社会を変えるイロハ 

action〜」 

13:00 「チェンジ・ザ・ワールド 今がその時」① 

13:30 虹色の風 「自閉症を知っていますか」 

14:10 「憲法 9 条にノーベル平和賞を！」トークセッション 

15:15 「チェンジ・ザ・ワールド 今がその時」② 

16:00 「プレム・ラワットの平和のメッセージと彼の平和活動」  

17:00 「チェンジ・ザ・ワールド 今がその時」③ 

4月 20日（日） 
11:30 「原発ゼロ社会へ！ 

ゼロノミクマと考えるエネルギー」 

12:30 「東日本大震災から 3年、東京で「ふくしまみらい」 

なライフスタイルとネットワークを考える」 

13:30 ワカモノ×ミライ『モノモース！〜ワカモノが拓く 

地球の未来につながるケイザイのカタチ〜』 

14:30 「プレム・ラワットの平和のメッセージと彼の平和活動」 

15:30 「チェンジ・ザ・ワールド 今がその時」④ 

16:30 虹色の風『社会の中の自閉症』 

  

イベントレポート（ステージ） 
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アースデイキッチン 

 

 

2014年のテーマ 「農家の見えるアースデイキッチン」 

『食べる』というアクションは、生産者や風土や海や大地など

『地球への感謝の気持ち』につながるもの。出店者と生産者

の顔がお互いに見える関係づくりの最初の一歩を踏み出し

たのが今年のアースデイキッチンでした。昨今の単なる『オ

ーガニック・ブーム』としてではなく、有機的につながり実社

会に根付くような『オーガニック・ムーヴメント』の担い手とし

て、今後もその取り組みの輪を広げていきます。 
 

開催場所 ：代々木公園イベント広場 

企画：アースデイ東京 2014実行委員会 

協力：カドマン企画 

出店者 
1 麦とろ人 

2 タイ・ベトナムレストラン プラトーン 

3 シュエット 

4  高円寺 アボカド食堂 

5 只見名物味付マトンケバブカフェ 

6 下赤塚ダイナマイト酒場 

7 WAIWAIアジアのごはんやさん 

8 太陽食堂 空いろ 

9 博多白天 

10 OUTDOOR STYLE KITCHEN CAMPS 

11 森のガクショク 

【協賛出店】学校法人 安達文化学園  

専門学校 ビジョナリーアーツ 

12 フルッタフルッタ アサイーカフェ 

【協賛出店】 (株)フルッタフルッタ 

13 14 ハートランドブース 

15 スローコーヒー＆ピッツァボーイズ 

16 Mondo a Parte（ モンド アパルテ） 

17 ふろむあーすカフェ・オハナ 

（from Earth Cafe “OHANA”） 

18 jam café 19 レストランみどりえ 

20 八百屋食堂ゆめ 

21 LOVING HUT 

22 Cafe Eight （カフェエイト） 

23 ヴィーガンレストラン いただき繕 

24 PRIMAL 
25 TAMA 

26 キミドリ。 

27 YAFFA ORGANIC CAFÉ 

28 山のハム工房 ゴーバル 

29 オルガン 

30 よなよなエール醸造所 

   【協賛出店】 よなよなエール醸造所 

（ヤッホーブルーイング） 

31 ルヴァン 

32 メディトリーナ 和飲屋（ワインや） 

33 しら家 

34 カフェタコデリオ 

35 ニコルズフォレストキッチン 

36 FUJIYAMA KITCHEN 

【協賛出店】 PICA リゾート フジヤマキッチン 
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EARTHDAY Food Action! 

アースデイ フードアクション 

今年も、食の安心、安全、ゴミの減量化にとことんこだわる、アースデイ フードアクションを行いました。 

  

アースデイキッチンの安心・安全へのこだわり 
「農家の見えるアースデイキッチン」を目指して、ご協力いただいた農

家の方をWEBや当日パンフレットでご紹介しました。 

 
 

マイ食器を持ってこよう！大作戦 
お気に入りのマイ食器を持ってきてもらうことで、アースデイのごはんをより楽しく、ゴミは少なく。マイ食器を持ってきた方には、大盛り

などのサービスも。食器洗い場も設置しました。 

 
Frosch® My食器洗い場 
持ってきたマイ食器をフロッシュ®食器用洗剤でキレイに。たくさんの方が利用しました。 

【協力】 Frosch®（フロッシュ） 
 

    
 
 

ディッシュリユースシステム 
マイ食器がない人には、各飲食店でリユースできる食器を有料（100 円）でレンタル。食べ終わったら古布で拭いて返して、ゴミ減量化

アクションに参加！食器の返却と引き換えに、50円分の割引券をお渡ししました。 

【協力】 NPO iPledge 
 

    
 
 

フードアクションブース 
アースデイキッチンに出店しているお店を取材し、おいしいポイントをまとめて紹介。『食』についても学べるブースを作りました。 

【協力】学校法人 安達文化学園 専門学校 ビジョナリーアーツ 
 

   

 

  

イベントレポート（フードアクション） 
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トークステージ 

友産友消ステージ 
→報告の詳細は p.6 イベントレポート（ステージ）へ 

  

出展企画・団体・企業  

ビーグッドカフェ マーケット 
【企画】 NPO法人ビーグッドカフェ、甘夏オーナーズ倶楽部 

 

今、そして未来へ！いのちを守るため農業から自然に

戻そう！ 
【企画】 農業生産法人日本豊受自然農 

 

アースデイマーケット＋種守ネット 
【企画】 東京朝市・アースデイマーケット 

【出店団体】あいよ農場（19 日）／あわのわ／風の谷 bar simple

（19 日）／鴨川自然王国＆一反百姓「じねん堂」／無農薬茶の北

川園／光郷城 畑懐／こうざき自然塾／KoHo natural garden 

design／魚屋／自然村たなごころ～掌～／週末農風／修験 de

パン & 福田農園（20 日）／新規就農希望者相談ブース／新農

業人ネットワーク山形／スワラジ／たなつもの屋／ tsunagaru-

tsunagaru／寺田本家／天然くすのき工房／東峰べじたぶるん

（20 日）／農園パン屋 きんぴら工房（19 日）／POCO A POCO

農園（20日）／Hojo-Beans（19日）／マザーアースクラブ（20日）

／みやもと山／L AO D I JAPON／ワークショップ「空間の感触」

／ワークショップ「私の街の市場学」 

 

ファーマーズガーデン“春” 
【企画】 NPO法人ポラン広場東京 

【出店団体】 アルコイリス／池谷／いなほ新潟／遠忠食品／オ

ーガニックフォレスト／カワノすり身店／カンホアの塩／古代米浦

部農園／サンラピス／湘南ぴゅあ／角谷文治郎商店／太陽油

脂／千葉産直サービス／日本創健／べにや長谷川商店／ポラ

ン広場東京事務局／弓削多醤油／ラパンノワールくろうさぎ 

 

フェアトレードビレッジ 
【企画】 ぐらするーつ 

【出店団体】 アンデス・アルテ／エヌ・ハーベスト／OGURA／オ

ルター・トレード・ジャパン/APLA／グアテマヤ／ぐらするーつ／さ

をりひろば/三陸さをりプロジェクト／シャプラニール＝市民による

海外協力の会／スローウォーターカフェ/森と海のあいだのトージ

バ／セーブ・ザ・オリーブ／第 3 世界ショップ／チョウタリの家／

ツナミクラフト/mari marie／T20:わかちあいプロジェクト/アジア学

院／バラカ／パレスチナ子どものキャンペーン／ピースウィンズ・

ジャパン／ピープル･ツリー/グローバル･ヴィレッジ／ヒマラヤンマ

テリアル 

 

トージバ バンブーファクトリー 
【企画】 NPO法人トージバ 

 

友産友消のススメ！ 
【企画】 友産友消ネットワーク 

 

project RECICLADO（プロジェクト・レシクラード） 
【企画】 Down-to-Earth 有限会社グリーン貿易 

 

ヒマラヤバザール 
【企画】 有限会社ヘンプヘリテージ 

 

NPO・NGO出展 
茨城アイガモ水田トラスト／うみかぜ草園／国際環境 NGO グリ

ーンピース・ジャパン／オーガニックふくしま安達／NPO 団体 楽

座／グリーンアクションさいたま／NPO 法人日本ベジタリアン協

会／セカンドハーベスト・ジャパン／NPO 法人 ＮＩＣＥ（日本国際

ワークキャンプセンター）／チベットサポートグループ KIKU／世

界の医療団（認定 NPO法人）／特定非営利活動法人 地球市民

ACT かながわ／POM2／NPO 法人国際チャリティ協会アムリタ

ハート／ワンワールド・ワンピープル協会（OWOP）／アムネステ

ィ・インターナショナル／一般社団法人 ボランティアプラットフォ

ーム／スチューデント・フォー・フリー・チベット・ジャパン／公益財

団法人プラン・ジャパン／アズワンコミュニティ鈴鹿／Beogo 

Duni／学生医療支援NGO～GRAPHIS～／NPO法人日本アフ

リカ親善協会／国際交流 NGO ピースボート／特定非営利活動

法人ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン

（CFF）／特定非営利活動法人 絆 JAPAN／特定非営利活動法

人日本国際ボランティアセンター（JVC)／特定非営利活動法人 

国際協力 NGO 風の会／タンザニア・ポレポレクラブ／特定非営

利活動法人ハンガー・フリー・ワールド／夢ネパールトラスト／ア

ジア太平洋資料センター 

    

 

  

イベントレポート（企画・出展） 
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トークステージ 

“からだこころ”ステージ 
→報告の詳細は p.6 イベントレポート（ステージ）へ 

 

  

出展企画・団体・企業  

〜人と向き合い つながり 語り合う〜おひさま広場 

【企画】 おひさま☀ネットワーク 

 

地球を動かす子どもたち変える 変わる 未来 

～シュタイナー教育を知っていますか？～ 
【企画】 NPO法人横浜シュタイナー学園 

 

ベビー・アースデイ 
【企画】 NPO法人自然育児友の会 

【出店団体】 Ｕｍｉのいえ／オートフィッツ吉祥寺／カズフォト／

kuqini〜布と子どもとときどきパーティ〜／こどもみらい測定所／

サニーアワーズ/SUNNYHOURS／The St Monica／NPO法人

自然育児友の会／シュタイナー学園  初・中・高等部／Beach 

sandal store B-san／PeaPod／NPO 法人ファザーリング・ジャ

パン／北極しろくま堂有限会社／無垢工房 

 

はかる、知る。放射能から子どもたちを守るために 
【企画】 こどもみらい測定所 

 

はじめての親子ヨガ！ 
【企画】 KYTJ 全日本キッズヨガ連盟 

 
Loving Market 
【企画】 Araucaria（アラウカリア） 

【出店団体】 アート盆栽／Araucaria office／A-rue／あるでばら

ん／煌めき ARTcaravan／自由の森学園／写真展『しん』／

NPO 法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス／チ

クチク同盟／Tune／東京おかっぱちゃんハウス／Dream 

Workers／MAMAYA／Little eagle／一般社団法人リヴオン／

NPO法人レジリエンス 

LOVE49（しきゅう）～みんな子宮から生まれてきた～ 
【企画】 NPO法人子宮頸がんを考える市民の会 

 

はり・きゅう無料体験 
【企画】 NPO法人全国鍼灸マッサージ協会 

 

〜あなたの手が薬箱に〜 

家庭療法レイキセラピーの体験 
【企画】 レイキセラピー協会 

 

心と体にやさしいもう１つの選択肢 

ドイツ発祥・自然療法ホメオパシー 
【企画】 日本ホメオパシー医学協会（JPHMA） 

 

紙芝居を広める会 

 

NPO・NGO出展 
NPO法人子連スタイル推進協会／特定非営利活動法人ラリグラ

ス・ジャパン／prolife.jp 
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EARTHDAY Energy Action! 

アースデイ エネルギーアクション 

 

使い終わったてんぷら油やエコキャップの回収も行いました。 

  

出展企画・団体・企業  

アースガーデン“春” 
【企画】アースガーデン 

【出店団体】 アースガーデン／Art Craft Party／ubdy／えりすけ

giggle／Greenbecks Candle／クロスロード／GOHEMP／国内

循環古着 晴レノヒマーケット／Sipilica／チチカカ／CHACO／

chahat／Chu-Buru-DECO／忠兵衛／トシュカ／DrILL／原宿 

SOL & BeBe SOL／Botanic Green／makiras／

MAMARACHO G.H.／yumtso／red beans 

 

エシカル・ビューティー 〜人と地球と一緒に輝く☆〜 
【企画】 高輪自然美容研究室 

 

千の幸せ作り ハッピーライフスタイル中継所 
【企画】 千幸パートナーズ NPO農音 三美グループ 

 

江の島にタツノオトシゴを呼び戻そう！ 
【企画】 NPO法人ワールドオーシャンズデイ 

【出展団体】アイサーチ・ジャパン／海さくら／ワールドオーシャン

ズデイ 

 

地球とワーキングママパパのための未来 HAPPY プロ

ジェクト 
【企画】 株式会社 anemoi（アネモイ） 
 

エシカルライフ×アニマルライツ 
【企画】 NPO法人アニマルライツセンター 

【出展団体】 NPO 法人アニマルライツセンター／NPO 法人動物

実験の廃止を求める会（JAVA）／PEACE ～命の搾取ではなく

尊厳を～ 

 

わんのはなエコロジカルドッグライフ展 
【企画】 わんのはな 

 

メイド・イン・アースのオーガニックコットン・ワールド 
【企画】 メイド・イン・アース（株式会社チーム・オースリー） 
 

エコ雑貨ライフ展 2014 
【企画】 エコ雑貨協同組合 

【出店団体】 アレッポの石鹸／エコ雑貨スクール受付、事務局／

エコ雑貨手作り教室、セミナー／ココウェル／ちのしお販売／ボ

ディクレイ／ミス・アプリコット／ムーンピーチ／リブレライフ／

LOGONA&friends／ワイルドツリー 

竹の子大作戦 
【企画】バンブーヴィレッジ（ナファ生活研究所/空飛ぶ竹ガーゼ

社） 

 

みんなで家をつくろう！Earth Bag House 
【企画】 Human House 

 

ナイスライダーのすすめ 
【企画】 NPO法人バイシクルエコロジージャパン 
 

麻と絹の体験村（麻と絹から見えてくる日本人の心） 
【企画】 NPO法人ヘンプ製品普及協会 

 

天ぷら油リサイクル大作戦 
【企画】 TOKYO油田 2017（株式会社ユーズ） 

【出展団体】  有限会社アップリンク／特定非営利活動法人

WE21 ジャパン／特定非営利活動法人エコメッセ／エコライフめ

ぐろ推進協会／明治学院大学／REBIRTH食育研究所。 

 

アースデイ東京ボランティア天ぷらバスチーム 
【企画】 NPO法人エコツーリズム・ネットワーク・ジャパン 

 

株式会社ラッシュジャパン 

『FIGHTING ANIMAL TESTING ボディペイント』 
 

市民電力連絡会 
【協力】エナジーグリーン(えねぱそ) 

 

株式会社ナファ生活研究所 

 

NPO・NGO出展 
NPO NOC(日本オーガニックコットン流通機構）／環境文化ＮＧ

Ｏ・ナマケモノ倶楽部／マイボックスプロジェクト／特定非営利活

動法人プラスチックマテリアルリサイクル推進協議会／社団法人

DRYandPEACE／特定非営利活動法人ジュレー・ラダック 

 

  

    

  

イベントレポート（企画・出展） 
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トークステージ 

アースデイフォレストステージ＋C.W.ニコルの森の学校  

Supported by BRITA Japan 
【特別協賛】 BRITA Japan       →報告の詳細は p.6 イベントレポート（ステージ）へ 

 
ステージは国内間伐材木質化をはかりました。 【協力】国土緑化推進機構 

  

出展企画・団体・企業  

食からつながる、日本の森と木のある暮らし 
【企画】 国土緑化推進機構 

 

日本の森があぶない！？ 
【企画】 森を守り隊 

【出展団体】 一般社団法人日本オオカミ協会 

 

大切な家族の想い…アニマルコミュニケーション 
【企画】 PetiteLumière 

 

お庭お助け隊の無料相談窓口 
【企画】 お庭お助け隊 

 
EARTH & ANIMALS 2014 
【企画】 NPO法人 SORAアニマルシェルター 

【出展団体】 映画「犬と猫と人間と」「犬と猫と人間と２」応援団／

神奈川県動物愛護協会／埼玉にゃんにゃんネット／帝京科学大

学 環境教育研究部 風の子ふうすけ／帝京科学大学 スイート

ハート／HAPPY-LABS／LYSTA〜動物たちに光と再生を。 

 

工学院大学ミツバチプロジェクト 
【企画】 工学院大学ミツバチプロジェクト 

 

渋谷 Flowerプロジェクト 2014 
【企画】 渋谷 Flowerプロジェクト（シブハナ） 

Bookガーデン いきもの青空教室 
【企画】ネイチャー・プロ編集室 

 

森にふれる!! 
【企画】NPO法人 Liko-net 

【出店団体】 くずまき高原牧場／くずまきワイン／スロースタイル

薬局 Liko／LIGHT UP NIPPON／NPO法人 Liko-net 

 
BRITA Japan 

Green Forest で一息入れよう！ 

 

ニコルズフォレストキッチン 
【企画】ニコルズフォレストキッチン 

 

NPO・NGO出展 
一般財団法人 C.W.ニコル・アファンの森財団／人と自然の研究

所／一般社団法人 more trees／一般財団法人日本熊森協会／

認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金／かわうそ倶楽部／THE DAY

／北限のジュゴンを見守る会/八重山・白保の海を守る会／ゆん

たく高江／上関原発どうするの？～瀬戸内の自然を守るために

～（略称：上関どうするネット）／ジュゴン保護キャンペーンセンタ

ー／認定 NPO 法人エバーラスティング・ネイチャー／特定非営

利活動法人よかっぺいばらき／NPO法人 nekonoko／東京環境

工科専門学校 
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トークステージ 

“チェンジ・ザ・ワールド”ステージ 
→報告の詳細は p.6 イベントレポート（ステージ）へ 

  

出展企画・団体・企業  

世界中の人々が平和を知り、 

子供達への明るい未来を育む社会へ 
【企画】ピース・フォー・ピープル 

 

アースデイ withマイケル 
【企画】アースデイ withマイケル 

 
meeting LOVE ART LIVE presented by 100%PARADE 
【企画】100%PARADE 

 

宝酒造 

 

Take a VALO ～ベロタクシー体験乗車～ 
[企画]NPO法人ベロタクシージャパン  

[協力]宝酒造 

 

中央労働金庫 

ワカモノ × ミライ 
【企画】 国際青年環境 NGO A SEED JAPAN 

【出展団体】 A SEED JAPAN エコ貯金プロジェクト／A SEED 

JAPAN ケータイゴリラチーム／A SEED JAPAN 未来生活 now

プロジェクト／エコ・リーグ／文京学院大学環境教育研究センタ

ー／United Youth 

 

ふくしまみらい 
【企画】 すずめの未来市 

 

Peace Art 未来へ 〜心の境界線を Artでうめよう！〜 
【企画】 NPO法人虹色の風 

 

NPO・NGO出展 
みんなで決めよう「原発」国民投票／社会福祉法人いたるセンタ

ーあけぼの作業所／NPO 法人ぱれっと／世田谷区立玉川福祉

作業所／社会福祉法人 まるこ福祉会／ビッグイシュー日本／ク

ラフト工房 LaMano／小学館レクリエーションリーダーズクラブ／

LOOB JAPAN／東京シュタイナーこどもの会／ NPO 法人国際

自然大学校／CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会／一般

社団法人 Think the Earth／NPO 法人グローバル・スポーツ・ア

ライアンス 
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トークステージ 

キックオフ！『アースデイ大学』情報ステーション＋オフィシャルトーク『地球時間』 
企画：BLUE BIRD 協力：ソラトニワ 

→報告の詳細は p.5 イベントレポート（ステージ）へ 

  

出展企画・団体・企業  

Marmot 

ROOTOTE 

Sunny hope & Euvodesign+.マリンプロジェクト 

PICA リゾート フジヤマキッチン 

株式会社ダンロップホームプロダクツ 

らでぃっしゅぼーや株式会社 

東都生活協同組合 

株式会社大地を守る会 

パタゴニア日本支社 

THE NORTH FACE 

CHUMS 

KEEN FOOTWEAR K.K. 

コンサベーション・アライアンス・ジャパン 

株式会社シップス 

フジロックの森プロジェクト 

中越パルプ工業株式会社 

株式会社サンエー印刷 

株式会社ＪＲ東日本ウォータービジネス 

TBS 

東京メトロ 

集まれ！アースデイの仲間たち 

クリーンアップアクションインフォメーション 

【協力】 NPO法人 greenbird 

  

    

    

    

    

  

イベントレポート（企画・出展） 
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アースデイいのちの森 2014 
【主催】 アースデイいのちの森 2014実行委員会 

[日時] 4月 19日（土） 14:30〜16:00  [会場] 明治神宮 西芝地にて 
 

 
アースデイ東京 2014Ｘアースデイいのちの森 コラボ企画 

スペシャルトークセッション 

「この地球（ほし）で生きていくために、ボクたちが受け継ぐこと」 

[日時] 4月 19日（土） 14:30〜16:00 [会場] 明治神宮 西芝地 
   

SPRING LOVE ～春風～ 

【企画】 SPRING LOVE 実行委員会 

[日程] 3月 29日（土）、30日（日） 

[会場] 代々木公園 

 

LOFTアースデイライブ 

【企画】 LOFT PROJECT  

[日程] 4月〜5月  

[会場] 弊社ライブハウス数店舗「daylight kitchen 内」 

 

さとやとサミット（首都圏近郊里山／谷戸田サミット） 

【企画】 農力向上委員会 

[日時] 4月 26日(土)13:00〜18:00 

[会場] 慶応大学日吉キャンパス 

 

COP19報告会 ＆ COP20 in ペルー!! ユース戦略会議 

【企画】 Climate Youth Japan 

 

クイズに答えて！ 

地球に優しい｢樹から生まれた手袋｣プレゼント 

【企画】（株）ダンロップホームプロダクツ 

[日程] 4月 1日(火)〜20日(日) 

 

スイーツ&ベーカリーショップオープン!! 

【企画】学校法人 安達文化学園 専門学校 ビジョナリーアーツ 

[日程] 4月 1日（火）オープン  

[場所] 専門学校ビジョナリーアーツ 1F「daylight kitchen 内」 

 

 

アースデイ・サポート ROOTOTE 

【企画】ROOTOTE（ルートート） 

[日程] 2011年 4月上旬〜  

[会場] ROOTOTE GALLERY各店舗 

 

アースデイ グリーン電力アクション 

【企画】THE NORTH FACE ／（株）ゴールドウイン 

[日程] 4月 19日(土)、20日(日) 

[会場] 全国の THE NORTH FACE Shop、 HELLY HANSEN 

Shop、Saturday in the Park 全店 

 

choroko 青空まつり 

【企画】 (株)ルミネ 環境マネジメント室・ルミネ荻窪店 

[日程] 5月 3日(土)、4日(日) 

[会場] ルミネ荻窪店 屋上 

 

よなよなエール 大人の醸造所見学ツアー 

【企画】よなよなエール醸造所（ヤッホーブルーイング） 

[主催] ヤッホーブルーイング佐久醸造所 

[日程] 5月 GW 期間 

[会場] ヤッホーブルーイング佐久醸造所 

 

Ogawa Organic Fes 2014 (小川町オーガニックフェス) 

【企画】 the Organic 

[日程] 11月 2日(日) 

[会場] 埼玉県比企郡小川町 下里 1区農村センター 

 

アースデイ東京 2014応援企画 スクール油田キャラバン 2014 

【企画】エコパーティー実行委員会 

 
 
 
 

 

  

イベントレポート（企画・出展） 
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参加ボランティア数：延べ 499名  

 

今年のアースデイ東京も、事前準備から当日の運営まで、非常に多くのボランティアスタッフの笑顔と協力に      

支えられ開催することができました。 

 

活動内容 

事前 

 

・広報活動 渋谷近辺でのポスター掲示、パンフレット配布 

・カンパ箱づくり 

・イベント出展サポート 

当日 ・Infoチーム 当日パンフの配布、会場案内、落し物管理、迷子対応など 

・物販チーム オフィシャルショップの運営とオフィシャルグッズの販売 

・ごみゼロチーム 会場内クリーンアップ、ごみの回収と分別、ワークショップの実施 

・アンケート＆カンパチーム 来場者アンケートの実施、カンパの回収 

・ステージチーム アースデイ・コンサートの運営サポート 

・ホスピタリティチーム ボランティアのサポート 

・出展管理＆テント備品チーム 出展者のサポート、備品の貸出と回収の受付 

・車両管理チーム 車両による搬入出のサポート 

 

ボランティア活動グッズ 

ボランティアスタッフ Tシャツ スタッフパスケース  協力：CHUMS 

  
 

 

  

ボランティア 
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オフィシャルグッズ 

 

 

アースデイ×TAKEFU 

コラボ Tシャツ 
販売価格：¥4,000（税込） 

協力：（株）ナファ生活研究所 

アースデイ×TAKEFU 

うるおいマスク 
販売価格：大人用¥1,000（税込） 

子ども用¥800（税込） 

協力：（株）ナファ生活研究所 

アースデイ東京 2014 サポートルー

トート「ルー・ガービッジ」 
カラー：ネイビー／グレー／カーキ 

販売価格：¥500（税込） 

協力：ROOTOTE 

   
   

アースデイ×Euvodesign+ 

栽培セット（JUTE BAG） 
販売価格：¥540（税込） 

協力：Euvodesign+ 

アースデイ×Euvodesign+ 

栽培セット（FORCE） 
販売価格：¥540（税込） 

協力：Euvodesign+ 

アースデイ東京 

オリジナル缶バッジ 
販売価格：¥200（税込） 

   

 

  

制作物 
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オフィシャル印刷物 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

制作物 

■チラシ （A4サイズ 8万部） 
用紙提供：中越パルプ工業株式会社 
印刷：株式会社サンエー印刷 

■ポスター  
（B1サイズ 200部 

A2サイズ 600部） 

■当日パンフレット （B5サイズ 3万部） 
用紙提供：中越パルプ工業株式会社 
印刷：株式会社文星閣 
  
  

■キッズ スタンプカード （1万枚） 
用紙提供：中越パルプ工業株式会社 
印刷：株式会社文星閣  

■チケット  
（50円 4万枚、500円 5千枚） 
用紙提供：中越パルプ工業株式会社 
印刷：株式会社文星閣  
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■記者発表 

2014年 3月 20日（木） 

会場：タワーレコード渋谷店 B1F『CUTUP STUDIO』 

登壇者：C.W.ニコル（アースデイ東京 2014実行委員長） 

加藤登紀子（アースデイ東京 2014応援団長） 

野中ともよ（『アースデイいのちの森』 実行委員長） 

アースデイ東京 2014実行委員 

協力：タワーレコード渋谷店 

 

記者発表限定 

サポートルートート 

協力：スーパープランニング 

 

 

 

 

 

■広報印刷物の配布・掲出 

チラシ   A4サイズ 80,000部 2014年 3月 6日発行 関係各所に配布 

ポスター B1サイズ 200枚 2014年 4月 14日～20日東京メトロ全駅に掲出 協力：東京メトロ 

       A2サイズ 600枚 2014年 4月 1日 関係各所で掲出 

 

■広告 

宝酒造協賛『アースデイ東京 2014仕様のベロタクシー』走行 

期間：2014年 3月 21日～4月 18日  

場所：東京駅、丸の内周辺 

協力：宝酒造、NPO法人ベロタクシージャパン 

 

■WEB 

オフィシャルホームページ： www.earthday-tokyo.org 

                  2014年 4月 訪問者数（Number of visits） 143,086 

                             ページビュー数 398,941 

Facebook： www.facebook.com/earthdaytokyo 

いいね！数：10,591 （2014年 4月 22日時点） 

 

 

 

 

  

事前広報活動 
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掲載メディア：52件 

 

No 掲載・出演日など 掲載媒体／出演番組名など 

1 2014.1.5 J-WAVE「WONDER VISION」 

2 2014.2.1 「国際人流」4月号（第 323号） 

3 2014.2.10 JR西日本「おでかけネット」観光スポット・イベント情報 

4 2014.2.10 JR東日本「旅どき net」観光スポット・イベント情報 

5 2014.2.10 Yahoo!JAPAN「ロコ」 

6 2014.2.10 株式会社リクルート「じゃらん net」観光ガイド 

7 2014.2.24 レッツエンジョイ東京 

8 2014.3.3 資生堂 ご当地プラス 

9 2014.3.7 神奈川 Walker 2014 春 

10 2014.3.9 「アネモネ」4月号 

11 2014.3.10 訪日旅行者向け東京ガイドブック「GOOD LUCK TRIP 東京」2014年 3月 10日発行号 

12 2014.3.20 alluxe 2014 年 4月号 

13 2014.3.28 Oggi 5 月号 

14 2014.3.30 環境農業新聞 第 147号 

15 2014.3 「東京メトロ沿線だより」4月号 

16 2014.3 日本フードコーディネーター協会会報誌「ジャーナル Vol.105 2014 APRIL」 

17 2014.4.1 小田急電鉄会報誌「ODAKYU VOICE home」4月号 

18 2014.4.3 月刊「クーヨン」5月号 

19 2014.4.3 国士舘大学・フリーマガジン「ウゴパン VOL.33」 

20 2014.4.4 シブヤチャンネル 

21 2014.4.7 東急沿線情報サイト「とくらく」 

22 2014.4.8 ライオンズ一条レジデンス湘南 C-X内 

23 2014.4.12 NEC Presents THE FLINTSTONE 

24 2014.4.12 TOKYO HEADLINE vol.615 

25 2014.4.12 オーガニッククルーポータルサイト 

26 2014.4.12 枻出版社「オトナの趣味サークル」（イベントカレンダー） 

27 2014.4.13 FM COCOLO「THE MAJESTIC SUNDAY」のコーナー「SO ATTRACTIVE」（シキタ純） 

28 2014.4.14 公益財団法人埼玉県国際交流協会 メールマガジン「国際協力県民プラザニュース」 

29 2014.4.16 J-WAVE BEAT PLANET「HILLS AGENCY」 

30 2014.4.16 東京探訪 > 今週のイベント （すでに記事は削除されている） 

31 2014.4.17 R25スマホ情報局 > R25 コラム > 2014年 4月 19日（土）の厳選イベント 

32 2014.4.18 「アーバンぱど」4月 18日号 渋谷・目黒版 

33 2014.4.18 TOKYO FM「よんぱち」 

34 2014.4.18 マイナビニュース 東京都・代々木でエコを楽しむ「アースデイ東京」開催! 地球想いのグルメも 

35 2014.4.19 TBS「王様のブランチ」（12:30-13:30内の 15分間） 

36 2014.4.20 J-WAVE「WONDER VISION」（C.W.ニコル） 

37 2014.4.20 しんぶん赤旗 2014年 4月 20日日曜日 日刊第 22752号 

38 2014.4 J-WAVE（GROW GREEN PROJECT、事業 SPOT） 

39 2014.4 METROPOLIS #1047 Apr 18-May 1, 2014 

40 2014.4 TBS ラジオ フリーマガジン「945Press 2014 4/15」 

41 2014.4 Time Out Tokyo APR-JUN 2014 NO.2 

42 2014.4 イッツコムチャンネル（地デジ１１ｃｈ）「地モトＴＶ おかえり！」 

43 2014.4 ぐるなび エリア情報 2014 4月号 東京都版 

44 2014.4 フリーペーパー「エコチル」東京版 4月号 

45 2014.4 ホットペッパービューティー4月号 

46 2014.4 レッツエンジョイ東京「東京トレンドランキング 2014 4」 

47 2014.5.5 環境ナビ  アースデイ東京、今年も大盛況！過去最高の４００ブースが出展し賑わう 

48 2014.5.7 ニッセイ基礎研究所  地球の｢明日（あす）｣考える“アースデイ” 

49 2014.5.10 環境農業新聞 第 148号 

50 2014.5.16 アースデイ東京 2014 - 【イベントレポートWEB】（インタビュー記事） 

51 2014.5.19 農民 第 1117号 

52 2014.7.25 エスニック ファッション シーズン Book 

 

  

パブリシティ 
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■ごみの総量 

可燃ごみ・・・・・・・・・・・・・・   480kg 

生ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・    30kg 

廃プラ類（不燃袋ゴミ）・・・・  530kg 

廃プラ類（粗大ごみ）・・・・・    80kg 

ペットボトル・・・・・・・・・・・・    30 kg 

古紙（段ボール）・・・・・・・・・  190kg 

びん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  120kg 

缶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   60kg 

古紙（雑誌）・・・・・・・・・・・・・  560kg 
 

 

 

 

EARTHDAY 3R Action! 

アースデイ 3Rアクション 

ごみゼロステーション 

イベント会場で出たごみは、ボランティアのサポートで来場者とともに 8種類に分別し、可能な限り資源としてリサイ 

クルし、会場内のごみゼロを目指しました。また、毎年家族連れに好評の「ごみ釣りゲーム」では、ボランティアスタ

ッフとともに子どもたちが楽しみながらリサイクルや分別について学べる場を設けました。 
 

    
 

クリーンアップアクション 
日時：4月 19日（土）、20日（日） 両日 15:00 

場所：代々木公園周辺 

協力：NPO法人 green bird / コールマン ジャパン（株）/ Marmot 

きれいな会場で気持ちよくアースデイを楽しもう！と、一般参加者のみなさんとともに代々木公園周辺のクリーンア

ップを行いました。小さな子どもたちも参加してくれ、ごみ拾いという小さな行動から変えていけるということを実感

する時間となったようです。 
 

   

 

 

コールマン ジャパン（株）よりごみ袋のご提供をいただきました。 

  

環境報告 
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■水の使用量 54 立方メートル 

■Dish Reuse System食器貸し出し数 19,391個 

■ペットボトルキャップ回収量 168,678個(337.2kg)  

→プラスチック油化装置で 269.76Lのオイルに精製 

 

   

 

 

 

 

EARTHDAY Energy Action! 

アースデイ エネルギーアクション 

 

● 廃食油で発電しています。 
会場で使用する発電機には、家庭から出た廃食油のリサイクル燃料（VDF）などを使用しました。原発や化石燃料に

依存しない社会を目指そうというアースデイ東京のメッセージです。使い終わったてんぷら油の回収も行いました。 

【協力】TOKYO油田 2017（株式会社ユーズ） 
 

 

● 毎日、大量に廃棄されるプラスチック会社へ提案！スクール油田キャラバン 

プラスチック油化装置でペットボトルキャップを石油に精製。19日（土）のライトアップの発電に使いました。 

【協力】エコパーティー実行委員会 

   

 

グリーン電力 
アースデイ東京 2014 メイン・ステージで使用する一部電力は、少額グリーン電力証書えねぱ

そ（ソーラー発電）、アースデイ東京 2014 実行委員会の事務局で使用する電力は、グリーン

電力（バイオマス発電）でまかなっています（1,000kWh）。 

 

 

※グリーン電力証書システムとは※ 
自然エネルギーによって発電された電力のもう一つの価値、すなわち省エネルギー（化石燃

料削減）・CO2 削減などといった環境付加価値を「グリーン電力証書」という形で具現化する

ことで、一般消費者が自主的な省エネルギー・環境対策のひとつとして利用できるようにする

システムです。 
 (※電力の CO2排出係数は 2010 年度の東京電力の 0.375kg-CO2/kWhを採用) 

 

  

環境報告 
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アースデイ東京 2014実行委員会 

 

実行委員長 C.W.ニコル（作家、C.W.ニコル・アファンの森財団） 
 

実行委員 （団体名あいうえお順） 

アースガーデン／鈴木 幸一 

アースデイ withマイケル／山際 伸二郎 

NPO iPledge／江口晴彦 

国際青年環境 NGO A SEED JAPAN／谷戸蘭 

NPO法人アニマルライツセンター／岡田千尋 

株式会社 anemoi（アネモイ）／三嶋 浩太 

Araucaria（アラウカリア）／田川登美子 

エコ雑貨協同組合／吉成 英温 

NPO法人エコツーリズム・ネットワーク・ジャパン／壱岐健一郎 

お庭お助け隊／継岩 優 

おひさま☀ネットワーク／竹村真民子 

Climate Youth Japan／和氣未奈 

ぐらするーつ／鈴木隆二 

工学院大学ミツバチプロジェクト／谷島恒輝 

こどもみらい測定所／石丸偉丈 

the Organic／小原壮太郎 

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会／渡部享宏 

NPO法人自然育児友の会／内田淳子 

渋谷 Flowerプロジェクト（シブハナ）／荻窪奈緒 

すずめの未来市／鈴木亮 

SPRING LOVE 実行委員会／稲田英昭 

NPO法人全国鍼灸マッサージ協会／山本高敬 

KYTJ 全日本キッズヨガ連盟わくわくヨガ／ミナクシみよこ 

NPO法人 SORAアニマルシェルター／大冨直輝 

Down-to-Earth 有限会社グリーン貿易／豊田泰仁 

高輪自然美容研究室／藤池百合子 

千幸パートナーズ NPO農音 三美グループ／中西照夫 

東京朝市・アースデイマーケット／冨山普 

TOKYO油田 2017（株式会社ユーズ）／染谷ゆみ 

NPO法人トージバ／渡邉尚 

持続可能な生活を考える会／農力向上委員会／西村ユタカ 

友産友消ネットワーク／野川未央 

ニコルズフォレストキッチン／新納平太 

NPO法人虹色の風／平山淳子 

農業生産法人日本豊受自然農／由井寅子 

日本ホメオパシー医学協会（JPHMA）／小島洋子 

ネイチャープロ編集室／高野丈 

NPO法人バイシクルエコロジージャパン／杉浦邦俊 

バンブーヴィレッジ（ナファ生活研究所/空飛ぶ竹ガーゼ社）／相田雅彦 

NPO法人ビーグッドカフェ、甘夏オーナーズ倶楽部／小田部智子 

ピース・フォー・ピープル／平賀俊次 

100%PARADE／RuuRuu 

Human House／吉澤裕紀 

PetiteLumière／後藤ユミ子 

BLUE BIRD／生姜塚理恵 

NPO法人ヘンプ製品普及協会／井野口貴春 

有限会社ヘンプヘリテージ／ディパック プラダン 

ポラン広場東京／佐藤昌紀 

メイド・イン・アース（株式会社チーム・オースリー）／前田剛 

森を守り隊／森永智子 

NPO法人横浜シュタイナー学園／岩田 英子 

NPO法人 Liko-net／照井敬子 

レイキセラピー協会／山元月乃 

LOFT PROJECT／加藤梅造 

NPO法人ワールドオーシャンズデイ／武田真由美 

わんのはな／戸松寛人 

 

  

企画ファシリテーター ハッタケンタロー 

  

事務局長 

事務局スタッフ 

ボランティアコーディネーター 

サブコーディネーター 

写真撮影 

宮腰義仁 

青田大輔、馬場愛、浅田麻衣、小川詩帆、笹井純也 

濱中聡史 

鈴木駿矢、一之瀬徳之、福田智仁 

戸高元太郎、平塚翔、田中よしひろ 

 


