
第１期

１．里山インタープリターズキャンプ

回数 実施日 テーマ ゲスト 参加人数

プレ
98年5月8日(金)
　　～10日(日)

プレプログラム（里山可能性図鑑づくり）
中川 重年
全国雑木林会議世話人

30

＃１
98年11月6日(金)

　　～8日（日)
雑木林の再生

中川 重年
全国雑木林会議世話人

28

＃２
99年2月26日(金)
　　～28日（日)

湿地の再生プログラム
中川 重年
全国雑木林会議世話人

24

＃３
99年5月14日(金)
　　～16日(日)

スギ・ヒノキ・竹林の再生
中川 重年
全国雑木林会議世話人

25

＃４
99年11月26日（金）

　　～28日（日）
企画づくり・プログラムデザイン

藁谷　 豊
環境を考えるプランナーの会

38

＃５
00年2月25日(金)
　　～27日（日）

フクロウのための森づくり
村井 英紀
鳥類研究家

31

＃６
00年5月19日(金)
　　～21日(日)

小動物との共生を求めて
今泉 吉晴
都留文科大学教授/動物研究家

32

＃７
00年11月3日（金）

　　～5日（日）
里山保全活動を評価する

川北 秀人
ＩＩＨＯＥ（人と組織と地球のための国際研究所）

22

２．森遊び倶楽部

回数 実施日 テーマ ゲスト 参加人数

＃１ 98年10月25日(日)
森をアートしよう
～はっぱで絵をかこう！ 水野 一男（木文化研究所） 30

＃２ 99年1月24日(日)
森の中でピザづくり
～森のカフェレストランへようこそ バームクーヘン・アルプホルン・ピザ普及連盟 95

＃３ 99年3月14日(日)
やまんばと森であそぼう
～消えたクーポンポンを探せ！ 近藤 加寿子（環境共育事務所オフィスキウィ） 53

＃４ 99年6月20日(日)
森の恵みで草木染め

山田 美香（環境教育オフィスＩＺＵＭＩ） 30

＃５ 99年9月26日(日)
森の音をつくろう

白石 公二（子ども達の創作工房・地木遊人） 46

＃６ 99年10月24日(日)
森の忍者になろう

無量小路 共美（環境共育事務所ＭＯＪＡ） 30

＃７ 99年12月12日(日)
森の恵みでクラフトづくり
～あなたも森の匠になれる～ 篠田 陽作（自然の案内人・環境庁自然公園案内人） 38

＃８ 00年1月23日(日)
森の風と遊ぼう
～ひゅんヒュルりん！～ 石川　 進（東京デザイナー学院） 18

＃９ 00年3月12日(日)
森の遊園地で遊ぼう
～レンジャーでデンジャラス～ 金子 健治（子ども冒険学校協会） 26

＃１０ 00年4月23日(日)
森の恵みでクッキング
～炊きたてのおいしいごはんを味わおう～ 洞口 健児（(有）アウトドアコディネイツ） 27

＃１１ 00年6月18日(日)
森で飛ばそう
～ボクはびゅんっ！わたしはシュワッチ！～ 渋谷　 寿（名古屋女子大学） 33

＃１２ 00年9月10日(日)
森に秘密の隠れ家をつくろう
～君は秘密はどんなカ・タ・チ？～ 山田 俊行（オークヴィレッジ森の自然学校） 40

＃１３ 00年10月22日(日)
森に絵をかこう
～○まる、△さんかく、□しかく～ 野口 貞三（元名古屋造形芸術大学教授） 36

＃１４ 00年12月10日(日)
森のクリスマスパーティ
～来て、来てサンタさん！～ 緒方 隆文（(有）センチメンタル・ファミリー） 42

＃１５ 01年2月4日(日)
冬の森に明かりを灯そう
～むすんで・和んで・ひーらいて！～ 樋口 一成（愛知教育大学） 39

３．シンポジウム

＃ 実施日 名称・テーマ ゲスト 参加人数

1
97年10月13日(月)

*14日(火)に見学会・
　体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施

フォレスタヒルズ･モデル林開設記念
環境緑化シンポジウム
「里山ルネッサンス」
　＊事務局：三井情報開発

・基調講演
　吉良竜夫(大阪市立大学名誉教授)
・パネルディスカッション
　只木良也(「杜の会｣常任委員)
　重松敏則(九州芸術工科大学教授)
　森田稲子((株)第一ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ代表取締役)
　佐藤留美(西多摩自然フォーラム事務局員)
　三橋規宏(日本経済新聞社論説副主幹)

166

2 01年2月22日(木）

「エコのもりセミナー｣＆「杜の会」ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
　21世紀の社会システムと森の役割
－森づくりから始まる人づくり、まちづくり－
　＊事務局：ミュー

・基調講演
　赤池　学(ユニバーサルデザイン総合研究所所長)
・パネルディスカッション
　赤池　学(ユニバーサルデザイン総合研究所所長)
　北川　正恭(三重県知事)
　内藤　正明(京都大学教授･工学博士/杜の会常任委員

257



第２期
１．里山インタープリターズキャンプ２

回数 実施日 テーマ ゲスト 参加人数

＃１ 01年10月6日(土)
　　～8日(月) 里山インタープリターズキャンプ２の可能性を探る

内藤 正明
京都大学工学部教授　里地ネットワーク代表

18

＃２ 01年11月30日(金)
　　～12月2日(日) 里山学習施設・展示をデザインする

小河原 孝生
生態計画研究所　日本環境教育フォーラム

28

＃３ 02年2月15日（金)
　　～17日（日） 森林エネルギーがあるまちをつくろう

水野 一男　木文化研究所
木質バイオマス利用ネットワークの皆さん

32

＃４ 02年5月17日(金)
　　～19日(日) 「地元学」からはじまる地域づくり

竹田 純一
里山ネットワーク

26

＃５ 02年11月22日(金)
　　～24日（日）

「パーマカルチャー」から学ぶ持続可能な暮らしの
デザイン

設楽 清和
パーマカルチャー・センター・ジャパン事務局長

28

＃６ 03年5月23日（金）
　　～25日（日）

環境広告を市民から発信しよう
～環境コミュニケーションことはじめ～

前北 美弥子
電通コピーライター、広告ＮＰＯサステナ主宰

31

＃７ 03年11月28日（金）
　　～30日（日）

里山起業家になる！
～都会のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞから里山のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞへ～

日野 雄策
㈱ガイア総合研究所・㈱きとうむら 代表取締役

28

＃８ 04年5月21日（金）
　　～23日（日）

ワークショップを極める！
　～道と森づくりワークショップを題材に～

高田　 研
岐阜県立森林文化アカデミー 教授

30

＃９ 04年11月19日（金）
　　～21日（日） 学びのためのコミュニケーションデザイン

川嶋　 直
キープ協会 理事・環境教育事業部長

29

２．森遊び倶楽部（２）

回数 実施日 テーマ ゲスト 参加人数

＃１ 01年9月15日（土）
粘土であそぼう
～今日はみんなで左官屋さん～

岡田　明廣
（株）花咲か団　主宰 25

＃２ 01年11月11日（日）
森の芸術家になろう
～今日は森の音楽会だ！～

野村　幸弘
岐阜大学　教育学部助教授 31

＃３ 02年1月20日（日）
自然の中で遊びをつくろう
～森の遊びノート～

秋田　貢　ネイチャークラブ東海　環境教育担当
原田　秋男　ネイチャークラブ東海　会長 28

＃４ 02年3月17日（日）
カエルの気持ちになろう
～１日カエル入門～

前澤　勝典
オフィス亀工房　主宰 35

＃５ 02年5月19日（日）
森のレストラン
～森遊び大宴会～

永田　修二（会長）　真弓　浩二（副会長）　近藤　記巳子
相生山緑地オアシスの森くらぶ 72

＃６ 02年7月14日（日）
切ってけずって大工修行
～宮大工さんに学ぼう～

杉浦　幸次郎
（株）浅草屋工務店　代表取締役 40

＃７ 02年9月16日（月）
キノコの山へでかけよう
～きん･菌、きらきら不思議な世界～

奥村　富枝
三河きのこの会・豊田植物友の会　会員 35

＃８ 02年11月17日(日)
石で遊ぼう！
～気分は石の芸術家～

鵜飼　留美子
彫刻家 33

＃９ 03年1月19日(日)
森のエネルギー
～育てる力・動かす力～

松沢　秀俊
自然エネルギー事業協同組合　代表取締役 33

＃１０ 03年3月30日(日)
森の歓び、思いっきりリラックス
～体リラックス、頭スッキリ～

藤田　雅子
三重樹林気功会主催、鎮守の森を夢見る会 37

＃１１ 03年5月18日（日）
風玩具をつくろう！
～回そう、飛ばそう、動かそう～

佐野 博志
日替工房ＳＡＮＯ主宰、工房ＳＡＮＯ委託 42

＃１２ 03年7月6日（日）
昆虫の世界
～知りたい！虫の声、虫の顔、虫のくらし～

大竹　 勝
愛知県自然観察指導員連絡協議会会長 35

＃１３ 03年9月21日（日）
のやきで土アート（１）
～土ぐうでＧＯＯＤ（ぐう）！？～

中川 まさのり
ｇａｌｌｅｒｉａ Ｔａｔａｒ 主宰 32

＃１４ 03年11月16日（日）
のやきで土アート（２）
～土ぐうでＧＯＯＤ（ぐう）！？～

中川 まさのり
ｇａｌｌｅｒｉａ Ｔａｔａｒ 主宰 31

＃１５ 04年1月24日（土）
夜の森体験
～森で暮らす動物に会おう～

大嶽 隆（森と海のナチュラリスト）
小西 貴士（キープ協会・キープ自然学校） 42

＃１６ 04年3月28日（日）
春を活けよう
～森でイキイキ！！～

内山 早智子
ラビエフルーリエ・沙生（さしぇ）主宰 57

＃１７ 04年5月30日（日）
森のお茶をいれよう
～新茶で チャ ちゃ 茶～

古市 晴比古
日本茶インストラクター協会 理事 32

＃１８ 04年7月11日（日）
森の命と踊ろう！
　～ナチュラルビートでダンシングオールデイ～

三嶋 裕樹
ディジュリドゥ奏者 24

＃１９ 04年9月26日（日）
森の織物
　～すくってとおして自然を織りこもう～

斉藤 民子
織物作家 29

＃２０ 04年11月28日（日）
けものの気持ち
～うんこ探検隊～

高田　 研
岐阜県立森林文化アカデミー 教授 43

＃２１ 05年1月23日（日）
森の大掃除
　～きって、運んで、あつめて、使おう！～

野尻　智周
林 進事務所研究員 40

＃２２ 05年3月日（日）
草木パワーを見つけよう
　～楽しく、使えて、いい気分！～

清藤  奈津子
里山文化研究所 主宰 26

３．えこのもりシンポジウム
＃ 実施日 名称・テーマ ゲスト 参加人数

1 03年9月10日(水)
エコのもりシンポジウム2003
「社会企業家が日本の森変える！」
～森を軸にした新しいビジネスを探る～

・基調講演
　町田洋次(ソフト化経済センター理事長)
・事業報告
　野村充史(アドバシプロジェクト・プロデューサー)
　大場龍夫((株)森のエネルギー研究所代表取締役)
　日野雄策((株)きとうむら、(株)ガイア総合研究所･代表取締役)
・パネルディスカッション
　藤岡亜美(スローウォーターカフェ(有)代表)

233

2 05年2月17日(木)
エコのもりシンポジウム2005
「持続可能な社会は『森の生活』から」
～観察と実践 ソローのメッセージ～

・基調講演
　今泉吉春(都留文科大学教授)
・パネルディスカッション
　稲本正(オークヴィレッジ代表)
　澤田裕二（愛知万博・催事ディレクター）
　今泉吉春

236


