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なごや環境大学
10周年事業ごあいさつ

月

日

ことをお礼と共にご報告させていただきます。本当にありがとうご
ざいました。
この報告書では、10周年事業として行われた主なものをご紹介
させていただいておりますが、皆様方のご尽力の結果どれも大変、
盛況でした。市民や企業の皆様方を始め子どもや若者、さらには防
災や国際化など、平面的な環境のテーマにとどまらず多岐に亘る話
題が供せられました。改めて、
「なごや環境大学」が持続可能な社
会を築いていくための、世代や主体、分野を超えた学び合いの場と

容
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なごや環境大学10周年 取組の紹介
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CBCラジオ『ラヴなご』

WATSUKA MONO Village 取組紹介／環境デーなごや2015案内

中日新聞社

環境デーなごや2015 WATSUKA MONO Village の様子
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※学生取材による若者視点の号外記事を現地にて発行

AQUA SOCIAL FES!! 2015 イベント紹介
〝愛知の水辺を守ろうプロジェクト〟

中日新聞
中日新聞

なごや環境大学10周年記念コンサート＆シンポジウム

中日新聞

なごや環境大学10周年記念コンサート with プランタン
『未来を創るチカラ～つながるエコ ひろがるハッピー～』の様子
〝はつらつボイメン体操 なごや環境大学記念コンサート〟

2016年 1月17日

中日新聞

なごや環境大学10周年記念シンポジウム
『未来を創るチカラー人とまちー』の様子
〝「力を結集して自然と共生を」環境大シンポ〟

中日新聞

なごや環境大学10年の歩み
〝
「愛・地球博」から広がる大きな輪 なごや環境大学のこれまでを振
り返る〟
＆地域の資源をつなげよう！リソースマッチング2016 イベント案内

TBS系「サンデーモーニング」
コメンテーター
2016 年

2月5日

なっていることを感じるとともに、様々なステークホルダーが力を

10周年記念事業レポート

「未来を創るチカラ」

広告

2016年 1月11日

プロフィール

「景観十年、風景百年、風土
千年」と唱え、人と自然の空
間的共存をテーマに多くの
作品や計画に携わる。

内

なごや環境大学オープンキャンパス
～開学10周年一緒に明日を～の様子

2015年 12月 20日
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中日新聞

2015 年 9 月 19 日

涌井 史郎 学長

機

3月2日

2015 年 10 月 4 日

学」10周年事業が市長のご出席もいただき、全て成功裏に終わった

道

2015 年

2015 年 9 月 12 日

先ずは、皆様方から多大なるご尽力をいただき、
「なごや環境大

報

発揮できる「都市の力」を強く感じました。
名古屋は、国土構造における「スーパーメガリージョン」の中心
の1つとして位置づけられており、さらに今後、
「リニア新幹線」と
いう大きなインパクトを迎えます。こういった大きな節目に向かっ
て、国際的都市間競争が激化する中、名古屋が経済活動のみならず、
自然共生といった多様な指標から見て、優れた環境水準の達成にさ

市民・
市民団体

教育機関

「なごや環境大学」は、市民／市民団体・企業・教育機関・行政が
立場や分野を超えて協働で運営する環境学習のネットワークです。

知識、経験、問題意識を持ち寄り
共に育ちあう場

らなる力を入れる必要性を痛感すると共に、それらが多様なステー

なごや
環境大学

実行委員会

企 業

行 政

クホルダーにより担われてこそはじめて可能である姿が周年事業
を通じ、明示されたと思います。
持続可能な社会の姿は、全世界が注目するところです。
「環境へ
の取り組みは名古屋に学べ」といわれるよう、尽力してまいるつも

「なごや環境大学」がみなさまと共に歩み、積み重ねた10年。
これからも、私たちが目指していくのは

りですので、引き続き、当大学の趣旨に賛同いただき、格別のご支
援・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

『環境首都なごや』の実現
そして、その先にある「持続可能な地球社会」を支える「人づくり・人の輪づくり」
共に学び、育ち合いながら
みなさま方との協働・連携の輪を広げていきます。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

「なごや環境大学」実行委員会

〒460-0008 名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ13階 名古屋市環境学習センター（エコパルなごや）内

TEL/FAX 052-223-1223 E-mail：jimu@n-kd.jp URL http://www.n-kd.jp/

「なごや環境大学」実行委員会

■ 2015年3月1日
10周年記念事業スタート

2015年３月20日、
「なごや環境大学」は10周年

なごや環境大学
オープンキャンパス

を迎えました。
これまで環境に関心を持ち
関わっていただいた方々への
感謝と、より多くの方々の

〜開学10周年！一緒に明日を〜

関心と参加をいただくため「10周年事業」として

日時：2015年３月1日（日）13：00～16：00

数々の企画を考え、新たな10周年に向け「未来を
創るチカラ」をテーマに事業展開をしました。

会場：アスナル金山アスナル広場＋ステージ、
金山総合駅連絡通路橋

来場者数：3,200名

リソースマッチング大会
日時：2015年３月7日（土）13:00～17:30
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なごや環境大学10周年記念
シンポジウム

ジ

WATSUKA MONO Village

（環境デーなごや2015中央行事参画）

未来を創るチカラ-人とまち-

日時：2015年9月19日（土）10：00～16：30

会場：久屋大通公園（エンゼル広場、久屋広場）

環境活動に関心のある学生
たちに呼びかけ、学生自らが
主体となって環境デーなごや
の企画運営に関わってもらう
ことで、環境への意識を高め
るとともに、若者同士の交流
の場、学びあいの機会を生み
出しました。

参加者数：650名

日時：2016年1月16日(土)13：30～16：30
会場：中区役所ホール

◆学生による企画・運営◆

不用品を物々交換する巨大なガチャガチャ
やエコな素材を活用したワークショップ

◆ステージ発表◆

学生取材による会場内での異世代・異分野
交流の発表

なごやの未来について、次代を担う若者と
様々な角度から議論しました。

コーディネーター：千頭聡（「なごや環境大学」実行委員・常任幹事）
アドバイザー：涌井史郎
パネリスト：徳川家康（名古屋おもてなし武将隊）
安田裕哉

（名古屋工業大学大学院／名古屋気温測定調査2015実行委員）

杉浦友亮

（名古屋大学／災害ボランティアちくさネットワーク 副代表）

これまでに培った市民協働の取組をさらに強め、さらなる
発展につながるよう、7月に就任した涌井学長と次代を担う若
者たちが一緒に、これからのなごやについて考えました。

中村瑠奈

（愛知淑徳大学／フェアトレード名古屋ネットワークユースチー夢）

●司会進行 石榑亜紀子（気象予報士）

●基調講演

講師：涌井史郎
（
「なごや環境大学」学長）

●なごや環境大学のこれまでの
10年のふりかえり

参加者数：40名

出演：長谷川明子、新海洋子
（
「なごや環境大学」実行委員）

■ 2015年3月20日 開学10周年

特別協賛

■ 2015年7月 涌井新学長就任

AQUA SOCIAL FES!!
2015

賛

日時：2015年7月11日（土）10：00～12：00
会場：佐久島（西尾市一色町）

株式会社マルワ

参加者数：53名

一般社団法人愛知県建設業協会

日時：2015年8月29日（土）10：00～12：00

一般社団法人名古屋建設業協会

会場：藤前干潟、名古屋市南陽工場（名古屋市港区）

花王カスタマーマーケティング株式会社

参加者数：75名

-未来を創るチカラ-環境報告会＆ワークショップ

レセプション

（全国都市緑化あいちフェア参画）

日時：2016年1月16日(土)18：00～20：00

日時：2015年10月11日（日）10：00～16：30

会場：久屋大通庭園フラリエ クリスタルガーデン

参加者数：287名

「なごや環境大学」を開学以来支えていただいた方々どうしが
交流を図り、ますますの絆を深めました。

場所：愛・地球博記念公園 地球市民交流センター 体験学習室2･3

第32回 全国都市緑化あいちフェアに参
画し、
「なごや環境大学」で活動中の団体の
情報発信を通して、協働の取組の魅力を来
場者のみなさんに広く伝えました。

実施団体 なごや外来種を考える会、

守山リス研究会、都市の自然のモノサシ研究会

「なごや環境大学」実行委員会

楽しく学べる講演会・座学、ワークショップの
他に国産ハーブティーを提供するカフェも設
置。くつろぎながら「なごや環境大学」のしく
みについて知っていただきました。

中日本高速道路株式会社 名古屋支店

●開会挨拶
主催者挨拶
乾

杯

河村たかし（「なごや環境大学」名誉委員長／名古屋市長）
涌井史郎（「なごや環境大学」学長）
田宮正道（「なごや環境大学」実行委員長／名古屋市副市長）

●記念撮影

●閉会挨拶

千頭聡（「なごや環境大学」実行委員・常任幹事）

●司会進行

松本イズミ（「なごや環境大学」実行委員）

【食材提供】

オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村
山崎川グリーンマップ

リユースびんプロジェクト「めぐる」
齊藤コーヒー株式会社

なごや環境大学10周年記念コンサート
with プランタン管弦楽団

株式会社ナックプランニング
愛知県古紙協同組合
公益社団法人日本技術士会中部本部

地域の資源をつなげよう！
リソースマッチング2016

『未来を創るチカラ ～つながるエコ ひろがるハッピー～』

かすがい東部丘陵自然観察会
環境カウンセラー岡本明子

日時：2016年1月10日(日)14：30開場 15：00開演（17：15終演）
会場：日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

山崎川グリーンマップ

参加者数：1,100名

日時：2016年3月12日(土)
プレゼン大会13:00～17:30/交流会17:45～18:45
参加者数：プレゼン大会70名/交流会27名
会場：名古屋都市センター

協力：富士文化幼稚園、グリーンライン光進株式会社

都市の自然のモノサシ研究会

壮大なオーケストラ演奏を多彩なゲストと共に“エコなつながり”と“未来を創る
チカラ”をテーマにしてお届けしました。環境という難しい印象を持たれがちなイ
メージを覆し、暮らしに密着した身近なテーマを中心に演奏演目と絡めながら紹介。
年齢制限を設けず、子どもから大人まで、どなたでも楽しく参加できる会場を巻き
込んだ参加型コンサートとして展開しました。

特定非営利活動法人恵那山みどりの会
手あみ生涯学習ぐるーぷ＆つながれっと３Rグループ
なごや環境塾どんぐりころころグループ
認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード
ビオトープ・ネットワーク中部
川ナビ歩こう会
特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター
名古屋城北ライオンズクラブ
他

中日新聞社、名古屋市

参加者数：133名

●エコ楽器演奏 RAMO親子バンド（間伐材で作った楽器での演奏）

株式会社山田組

共催

●パネルディスカッション

参加者数：350名

会場：名古屋文化短期大学（名古屋市東区葵）

協賛団体

協

わ

◆出演
トークライブ BOYS AND MEN
テノール歌手 神田豊壽
指揮とお話
中村暢宏
司会 深谷里奈
（東海ラジオアナウンサー）
演奏 第１部～
◦大学祝典序曲 作曲：Ｊ.ブラームス
◦歌劇
「どろぼうかささぎ」
序曲作曲：Ｇ.ロッシーニ

◦フニクリ・フニクラ 作曲：Ｒ.デンツァ

企業
CSR展示

（ホワイエにて）

演奏 第２部～
◆ボイメン体操をみんなで踊ろう！
◦おもちゃのシンフォニー 第１楽章

プレゼン大会

作曲：Ｌ.モーツァルト

◆おもちゃのシンフォニー 合奏
（エコ楽器WS企画）
◦シンフォニア・タプカーラ(1979年改訂版)第３楽章

第１部

「南海トラフ巨大地震の被害に備える、市民セクターネットワーク」

作曲：伊福部昭

◦アナと雪の女王 メドレー

作曲：Ｋ.アンダーソン=ロペス 、Ｒ.ロペス

◦花は咲く

作詞：岩井俊二 作曲：菅野よう子

10周年を機に、
「なごや環境
大学」の核となる事業として、環
境団体等の活動上の課題解決の
ため、地域からのリソース（人、
物、金等）提供とのマッチンング
を促す機会をつくりました。

エコ楽器づくり
ワークショップ

（第２会議室にて）

コーディネーター：萩原喜之（「なごや環境大学」チーム員）
プレゼンター：秀島栄三（名古屋工業大学高度防災工学センター教授）
栗田暢之（レスキューストックヤード代表理事）
各ジャンルのNPOによるディスカッション

第２部 「市民による、市民のための情報ひろばづくり」
コーディネーター：尹奎英（
「なごや環境大学」実行委員）
プレゼンター： 前田康雄（フェアトレード名古屋ネットワーク ボランティア）
伊藤匠（一般社団法人ClearWaterProjectコーディネーター）
與語基宏（名古屋気温測定調査2015実行委員/日本気象予報士会）
第３部 「やる気と思いをつなぎます！」
コーディネーター：新海洋子（「なごや環境大学」実行委員）
プレゼンター：八木仁志（名古屋市緑政土木局土地利活用室長）
稲野由美子（名古屋都市センター調査課主査（まちづくり支援））
森匡司（名古屋市環境局環境活動推進課主査（なごや環境大学））
ワールドカフェ
第１部～３部のテーマごとに、参加者から
「提供できるリソース」と「求めていること」
を出しあい情報交換をしました。
進行役：長谷川明子
（
「なごや環境大学」実行委員）

交流会

フェアトレードコーヒーなどを楽しみながら、
参加者同士による交流を深めました。

