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一般社団法人 愛知県建設業協会 
専務理事 山 川 伸 次 

 
 

「なごや環境大学」からのお知らせ 

 

標記につきまして、このたび「なごや環境大学」実行委員会から別紙チラシ

のとおり10周年記念コンサート並びにシンポジウムの開催案内がありましたの

で、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 



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
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2016年1月10日（日）2016年1月10日（日）
14:30開場  15:00開演 17:15終演（予定）

日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
（金山総合駅より徒歩5分）

全自由席 一律500円
当日券発売の有無については12月25日（金）より
「なごや環境大学」ホームページでお知らせいたします
【URL】http://www.n-kd.jp/

【主催】

【共催】

【特別協賛】

株式会社マルワ、一般社団法人愛知県建設業協会、一般社団法人名古屋建設業協会、花王カスタマーマーケティング株式会社、
中日本高速道路株式会社 名古屋支社、株式会社山田組、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、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、山崎川グリーンマップ、
都市の自然のモノサシ研究会、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　　　　　　

グリーンライン光進株式会社【協力】

【協賛】

「なごや環境大学」は愛・地球博が開催さ
れた年に開学。学びあいの場・人の輪づく
りに取り組んで10周年を迎えました。そ
んな「なごや環境大学」がプランタン管

弦楽団と多彩なゲストと共にお届けする“エコなつながり”
と“未来を創るチカラ”をテーマにしたコンサート。

出　演

●チケットぴあ  TEL 0570-02-9999（Ｐコード［281060］）

※お近くのチケットぴあのお店、サークルＫ・サンクス、
　セブンイレブン各店舗でも直接お買い求めいただけます。

【URL】http://t.pia.jp/t

●名古屋市文化振興事業団チケットガイド
　TEL 052-249-9387
　（平日9:00 ～17:00／チケット郵送可）
※市内13文化小劇場（瑞穂文化小劇場を除く）、
　市民会館、芸術創造センター、青少年文化センター、
　名古屋能楽堂ほか名古屋市文化振興事業団が管理
　する文化施設窓口〈土日祝日も営業〉でもお求め
　いただけます。

写真はイメージです。

●ヤマハミュージック東海名古屋店　TEL 052-201-5152
●愛知芸術文化センタープレイガイド　TEL 052-972-0430

にて発売

中村 暢宏
プランタン管弦楽団常任指揮者

深谷 里奈

「なごや環境大学」実行委員

プランタン管弦楽団

東海ラジオアナウンサー

（本田 剛文　他 ピックアップメンバー 出演）

エンターテインメント集団

神田 豊壽

BOYS  AND  MEN
ゲスト

指揮とお話

司　　会

環境のお話

管 弦 楽

トークライブ

テノール歌手

環境が
テーマの
コンサート

環境が
テーマの
コンサート

この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

「なごや環境大学」実行委員会　プランタン管弦楽団
中日新聞社　名古屋市



プログラム
大学祝典序曲 Ｊ.ブラームス

歌劇「どろぼうかささぎ」序曲 Ｇ. ロッシーニ

フニクリ・フニクラ Ｒ.デンツァ

おもちゃのシンフォニー 第１楽章 Ｌ.モーツァルト

シンフォニア・タプカーラ（1979 年改訂版）第３楽章 伊福部昭

アナと雪の女王 メドレー 編曲：Ｂ.クロッグスタッド

花は咲く 菅野よう子/編曲：三宅一徳

プログラム曲「おもちゃのシンフォニー」では手作りおもちゃの楽器で
オーケストラと一緒に演奏します。ご希望の方は以下の要領にてご参加ください。
○事前申し込み：不要（前売券をお買い求めいただいた方のみ対象）
○参加受け付け：演奏会当日13:10より会場のロビーにて行い、先着50名にて締め切りとなります。
○対象年齢：小学生までのお子様

2000年から名古屋市内で
活動するアマチュアオーケス
トラで、毎年7月に定期演
奏会を開催しています。創
設時期にちなんでプランタン

(フランス語で春)と名づけられました。なごや環境大学と
のコンサートは4回目となり、毎回多くのお客様にご来場・
ご好評をいただいています。
【U R L】　http://orchestreprintemps.com/
【メール】　printemps0163@yahoo.co.jp

日本特殊陶業市民会館
■名古屋市中区金山一丁目5番1号
【交通アクセス】
　・地下鉄名城線・名港線「金山」下車　日本特殊陶業市民会館連絡通路あり
　・JR東海道本線　中央本線「金山」下車　北へ徒歩5分
　・名鉄本線「金山」下車　北へ徒歩5分
　・市バス「金山」下車北へ徒歩3分
※公共交通機関をご利用ください。

「なごや環境大学」実行委員会 事務局 Tel/Fax 052-223-1223 〈月曜休（祝日の場合はその翌平日）〉
 〒460-0008 名古屋市中区栄１丁目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）
 【URL】http://www.n-kd.jp/　【メール】 jimu@n-kd.jp 

お問い
合せ

受付13:10（13:30から製作開始）お楽しみ
ブース

※材料や道具は当方で用意しますので持参不要です。
※製作した楽器はお持ち帰りいただきます。
※エコ楽器づくり終了後は、コンサート会場入場に際し開場まで待機していただきます。

プログラム曲「おもちゃのシンフォニー」では手作りおもちゃの楽器で

受付お楽しみ
ブースエコ楽器を作って演奏しよう！エコ楽器を作って演奏しよう！

先着
50名

イラストは
イメージです。

会場

無 料

なごや環境大学は、市
民・市民団体、企業、
学校・大学、行政が協
働でつくる、環境活動

のネットワークです。「環境首都なごや」そして「持続可
能な地球社会」を支える「人づくり」「人の輪づくり」を
進め、 行動する市民、協働する市民として「共に育つ（共
育）」ことを目指しています。



未来を創るチカラ 

１月16日（土）2016年

中区役所ホール
名古屋市中区
栄４-１-８

13:30 ～16:30（開場13:00）
500名

「なごや環境大学」は愛・地球博が開催された年に開学し、2015年３月で10周年を迎えました。これまでに
培った市民協働の絆をさらに強め、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
たちと一緒に、これからのなごやについて考えましょう。

第一部　基調講演

「なごやの魅力と
　　  　目指すべき姿」

基調講演者 涌井　史郎

第二部　パネルディスカッション

「なごやの未来、
　わたしたちはこう考える」

なごや環境大学10周年記念シンポジウム

株式会社マルワ、一般社団法人愛知県建設業協会、一般社団法人名古屋建設業協会、花王カスタマーマーケティング株式会社、
中日本高速道路株式会社 名古屋支社、株式会社山田組、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、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、山崎川グリーンマップ、
都市の自然のモノサシ研究会、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　他　　　　　　

【主催】　　 「なごや環境大学」実行委員会
【共催】中日新聞社、名古屋市
【特別協賛】

【協賛】

会  場

定  員

人とまち

 申込方法は、
裏面をご覧
ください。

入場無料

中日新聞社、名古屋市中日新聞社、名古屋市

この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。



【申込方法】
 電話・FAX・メールのいずれかで、住所・氏名・電話番号を
 明記の上、お申し込みください。
 1月5日（火）締め切り（定員に満たない場合は継続募集します）

【問合・申込先】
 「なごや環境大学」実行委員会事務局
　（月曜休み、祝日の場合翌平日休み）
 TEL/FAX:052-223-1223　e-mail:jimu@n-kd.jp

参加申込書

※FAXでお申し込みの場合は、上記に必要事項を記入の上、送信してください。
本申込書で3名まで申し込みできます。なお、住所・電話番号・FAX番号は代表者の方のみで結構です。

申
込
代
表
者

住所　　〒

参加者氏名

（フリガナ）

FAX番号

電話番号

（フリガナ）
参加者氏名

（フリガナ）
参加者氏名

プログラム 基調講演
涌井　史郎
造園家・ランドスケープアーキテクト
｢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。
TBS系「サンデーモーニング」コメンテーター
2015年7月より　なごや環境大学 学長

千頭　聡
日本福祉大学国際福祉開発学部教授
藤前干潟協議会 運営委員長
なごや環境大学実行委員

コーディネーター

安田　裕哉 氏（名古屋工業大学大学院工学研究科修士1年）
名古屋気温測定調査2015実行委員

杉浦　友亮 氏（名古屋大学工学部3年）
災害ボランティアちくさネットワーク 副代表

フェアトレード名古屋ネットワークユースチー夢

徳川　家康（名古屋おもてなし武将隊）
400年もの時空を超えたパネリスト

パネリスト

石榑　亜紀子 氏（気象予報士）
NHK名古屋放送局「おはよう東海」に
気象キャスターとして出演中

司会進行

定員超過などでお申し込みを受けられない場合はご連絡をさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報については、本シンポジウム以外の業務目的以外では使用いたしません。

なごや環境大学10周年記念シンポジウム

16:30　閉会

13:00　開場

15:10　第二部　パネルディスカッション

コーディネーター：千頭　聡
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　裕哉氏（名古屋工業大学 学生）
 　　　杉浦　友亮氏（名古屋大学 学生）
 　　　フェアトレード名古屋ネットワークユースチー夢

「なごやの未来、わたしたちはこう考える」
なごやの未来について、次代を担う若者と様々な角度
から議論します。

「なごや環境大学のこれまでの10年のふりかえり」
開学以降、なごや環境大学を共に創ってくださった講座
企画者の皆さんとのトークや、今年10年ぶりに実施し
た気温測定調査など市民ムーブメントの紹介をします。

13:30　第一部　基調講演
「なごやの魅力と目指すべき姿」
なごやの特徴や魅力について、持続可能な都市の実現
にはどうすればいいのかを考えます。

講師：涌井　史郎（なごや環境大学学長）

「なごや環境大学」実行委員会事務局  FAX 052－223－1223  1月5日（火）締め切り申込先

参加者全員
に

記念品プレ
ゼント

未来を創るチカラ 人とまち


