参集殿
会場

シン ポ ジ ウム
100年前から受け継いだいのちを100年先へ。
人類が将来の生活環境に不安をいだいている現代。
かつての代々木の杜づくりにみられる
科学的な「創造」と若々しい「勤労」による杜づくりのいとなみ
そして神々が宿る杜を畏れ敬い、
大切に守り
永久に育んでゆくという日本人の伝統的な自然観は
きっと、
新たな時代の幕開けのキーワードとして
重要な役割を果たすものと思います。
今、
確かな未来を創造するために
人々と「代々木の杜」につどい
ともに楽しく学びながら
私達が取り組むべき課題を探りたいと思います。

明治神宮奉納

日時

アースデイいのちの森2019
場所

2019 年

明治神宮 参集殿/西芝地

主催：アースデイいのちの森2019実行委員会

●日時：2019年 4月20日
（土）
10：00〜12：00（受付開始 9：30）
●会場：明治神宮 参集殿 ●参加費：無料 ●定員：200名 先着順
（金）
●お申込方法：HP掲載中の専用URLもしくは右QRコードより 締切日：4月5日

〜アースデイいのちの森グリーンコリドープロジェクト〜
100 年の杜から次の100年先へ（仮）

20日 / 参集殿 10：00 ‒ 13：00
西芝地 13：00 ‒ 17：00
21日 / 西芝地のみ

入場無料・雨天決行 特別協力：明治神宮

中島 精太郎

氏

（明治神宮 第１１代目 宮司）

名嘉 睦稔
（版画家）

コーディネータ−

氏

野中ともよ

（アースデイいのちの森2019 実行委員長）

アースデイいのちの森

〒151- 0052 渋谷区代々木神園町 1−1 響事務局内
アースデイ東京2019（代々木公園）http://www.earthday-tokyo.org/
TEL.03-3379-5835 E-mail : info@inochinomori.net 【同時開催】

■オープニング

医科系学生による奉納演奏『交響楽団はやぶさ』
アンサンブル

「音楽 × 社会貢献」
をモットーに、全国の医療系大学を中心とした52校のメンバーから
なるオーケストラ。幾多のミッションを達成し、
予期せぬ困難を乗り越えた小惑星探査機
「はやぶさ」
に因んで団体を命名。ベストメンバーによるアンサンブル編成。

■アフターワークショップ
シンポジウム 代々木の杜を一緒に歩いてみませんか？！
参加者特典 シンポジウム終了後に希望者をご案内します！

先着各30 名、シンポジウムと合わせてお申し込みを受け付けます。
上原 巌（東京農業大学教授）╱ 西野 文貴（
（公財）鎮守の森のプロジェクト）╱ 佐藤

峻（NPO法人響 理事長）

■ウェイティングミュージック

「 Tokyo Forest 24Hours」ジョー奥田

会場では9：30 受付開始から、明治神宮鎮座 100 年を記念して制作した自然音録音家ジョー奥田氏の音をお届けします。ぜひお早めにお越しください！

＊事前の予告無く変更となる場合がございます。予めご了承ください。 ＊プログラム時間中の入退場を制限する場合がございます。
＊会場内での食事はご遠慮ください。 ＊許可無く写真撮影・動画・音声の録音は出来ません。

たくさんの自然に感謝するコンテンツ
明治神宮の森で過ごす おたのしみの2日間
【ステージ】

【アクティビティ】

●代々木雅楽会「神職による雅楽と神楽の演奏」

●NPO法人自然科学研究所「そうじさんのワクワク薬草ウォーキング」

●ジョー奥田
●谷崎テトラ／はたりえ／岩崎園子「森のうた、森のおどり〜オイリュトミー+ヴォイス+サウンドスケープ」
●水野みさを & 虹の天鳥たち「地球に感謝して平安を祈り古代フラとイマジン奉納」
●Keiko「自然と響きあう歌とウクレレ」

●豊田美穂「ヨガ：いのちの息吹を感じましょう」
●公益財団法人鎮守の森のプロジェクト「専門家と明治神宮を歩き、災害に強い森を学ぶ」
●ピースエレメント「なみきよしみの香りと呼吸の旅。最善最高」
●SATOMACHI 「［里親こけだま作り］こけだまでどんぐりを育てよう！」

●NPO法人 Lōkahi ke Aloha「大地と繋がる〜古典フラ〜」
●ぷりむん「うりずんの風にのせて〜森への感謝をこめて…沖縄のリズムで唄って踊りましょ〜♪」

【常設ブース】

●NPO法人 響 稲作事業「秘密の田んぼで耕作体験（神饌田稲作体験）」
●上原 巌（東京農業大学教授）
「早朝の明治神宮境内を歩く」
●岡島のぞみ「大地と呼吸するヨガ」

●NPO法人自然科学研究所「そうじさんのワクワク薬草教室」

●NPO法人 Lōkahi ke Aloha「自然の植物でかんたんレイメイキング」

●NPO法人センスオブアース 「森とネイチャーゲーム」

●東京学生ガイド連盟「いのちの森のガイドウォーク」

●江戸の郷よよぎネイチャーゲームの会「森とネイチャーゲーム」
●ピースエレメント 「100年の時風 香りカフェ 今 KOKO」
●国際野点協会 × 星霜軒「森のお茶会」
（抹茶提供：土井園（株）富士食品）

などなど、最新情報は HP をチェック！
http:// inochinomori.net

●いのちの森のプレーパーク「いのちの森のはらっぱで遊ぼう！」
●NPO 法人 響「かあさんクヌギとどんぐり太郎の青空教室」
●明治神宮 森の大工さん「宮大工さんの檜プール」
●日本青年団協議会 「震災パネル〜東日本大震災と地域青年の生活記録〜」

＊事前の予告無く変更となる場合がございます。予めご了承ください。
＊森の保護の為、会場内は火気厳禁・動植物の持ち込みや採取厳禁・会場以外の森のエリアは立ち入り禁止です。

アースデイいのちの森2019実行委員長からのメッセージ

★ あなたもできる！ ご協力お待ちしています！★

素敵なタイムマシンに、ご一緒しませんか？
100年前のここは、草木もないただ広い台地でした。全国各地から、お国自慢の苗木を運
んでくれた若者たちの目に見えていたのが、こんにちの、この明治神宮の森。

「地球のことを考えて行動する日」アースデイでは、私たちが暮らす地球の為、未来のために、たくさんの方々のアクショ
ンを集めています。本番を会場で一緒に支えてくれるボランティアスタッフや、賛同金で支えてくださる方など、市民1人

来年は、その100年目にあたります。

野中ともよ

アースデイいのちの森

1 人が出来る協力を集めることで、毎年たくさんのパワーを頂き、大きなうねりとなって開催する事が出来ています。今

さあ、次は私たちの出番です。100年先に、夢のマシンを飛ばしませんか？あなたの手で。

年を盛り上げるために、あなたのパワーをちょっとだけ貸してもらい、一緒に未来をつくっていきませんか？

あなたの思いを乗せて、未来への森を広げていこうではありませんか。

●ボランティアスタッフ募集！

さあ、ご一緒に！

事前の準備作業から当日の運営まで、行事を一緒に盛り上げ、支えてくれる、ボランティアスタッフを募集しています！
■お申込方法：HP 掲載中の専用 URLもしくは右QRコードより

【活動概要】

年

（1）事前／平日：イベント会場設営 （2）当日 : 本番日にメイン会場の実行委員サポートや、様々な国の方々に私たちの活
動を伝えてくれるスタッフなど、さまざまなお手伝いに携わってくださる方

21
20

20

20

明治神宮 代々木の杜100年

北参道

アースデイいのちの森
グリーンコリドープロジェクト

都市部を緑いっぱいにして、いきものたちが行き交う緑
の回廊（コリドー）をつくるプロジェクトです。 オオタカ
をはじめ絶 滅 危 惧 種や 新 種が 生 息するいのち豊かな
明治神宮の森と、そこから延びる明治神宮表参道や北
参道を繋ぎ、明治神宮外苑、青山通り一帯が広く緑に
覆われ、繋がっていくことを目指しています。

明治神宮
外苑

明治神宮
内苑

4 月20 日（土）
8：00〜18：00

4 月 21日（日）
8：00〜18：00

※集合場所や詳細は申込者に追ってご連絡します。※時間は現時点での目安です。その他、詳細はWEB で！
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●賛同金のお願い

未来の地球の為、そして今ある自然を継承する為に、ご賛同をお願い致します！

一口以上の場合、お名前を HP に記載させて頂きますので、ご希望の方は事務局までご連絡ください。

【銀行振込】きらぼし銀行 原宿支店 普通預金 0293229 口座名：いのちの森 代表 野中ともよ
一口

個人 1,000円 ／ 市民グループ 1万円 ／ 企業・団体 10万円

