〜知る、選ぶ、未来をつくる〜
地球への感謝の気持ちを、みんなで分かち合う野外フェスティバル「アースデイ」。
今年は8年ぶりに、富山市城址公園での開催です。東北復興への願いを込め、いまこそ！
「未来をつくるエネルギー」について、確かな視点を育み合いましょう。

エネルギーを選ぶ、 エネルギーをつくる
自然エネルギー大集合！
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EARTH FEELING STAGE ： アースフィーリング・ステージ
深い地の奥から、遠い海から、聞こえてくる地球のつぶやき。地球のエネル
ギーを、いっしょに感じよう。18 時からは、自然ととけあうひととき、キャ
ンドルナイト・ステージとなります。

KAKAR
福井るり
《ハンガリーで、クラッシックからロマ
（ジプシー）
、
民族音楽などから多大な影響を受けたピアニスト・作曲家》
と、松本 "YAO" 善行《アフリカでバラフォン制作、演奏を習
得し、フジロックなどで活躍する Dachambo のメンバーで
もある超絶パーカッショニスト》
との異色ユニット。
「村門ロフト」午後 7 時開場 2500 円 ドリンク付 ／
連携 5 月 11 日 ( 金 ) 富山市上本町
LIVE 5 月 15 日
（火）岩瀬大町通り「慶集寺 琳空間」午後 5 時半開場
6 時半開演 3,000 円 １ドリンク付 詳細 http://www.link-age.or.jp

Sing J Roy

http://singjroy.com

90 年代より福井を拠点に音楽活動を開始。2005 年に、尊敬す
るレゲエアーティスト “ PAPA-B “の「FORM A LINE」に参加、翌
06 年に「NO MORE WAR」で全国のレゲエファンに注目される。
10 年には自身のレーベル”Danne the records”を立ち上げ、コン
ピレーションアルバム『MY TOWN』をリリース。全国のレゲエイベントやライブ、ラジ
オやテレビ出演など多方面で活躍中の、日本を代表するカルチャーレゲエシンガー。

青谷明日香

http://aoyaasuka.jugem.jp
oyaasuka.jugem

キーボードかついで街から街へ。旅する吟遊詩人、青谷明日香。
哀愁あふれる田舎の風景から、都会の殺し屋の女まで、様々な主
人公の物語を歌い紡ぐ。笑いあり涙あり、感情ゆさぶるステージ
で、じわじわと信望者を増やし続ける。2006 年弾き語りとしての
活動をスタート。ミニアルバム「さようならくじらぐも」。フルア
ルバム「夜はミカタ」。2011年7月フジロックフェスティバル出演。

小久保淳平

http://junpeikokubo.net

1981年11月1日生まれ、福岡県北九州市出身。自身のレー
ベルTONE PIN RECORDS を立ち上げ、様々なミュージシャ
ンとのセッションライブを重ね、自由きままに歌ってい
る。現在、NEW ALBUM のレコーディング真っ只中！
AFTER PARTY 5 月 14 日（月）Earth Day After Party Acoustic Live @MINORITY
OPEN 20:00 ／ LIVE：青谷明日香、小久保淳平、and more
連絡先 076-423-0913(MINORITY)

ダルク・モジョリズム・大谷アース楽団・パパレジェーナ・onpun・ラーメンマン
／シバキマン +DIESEL ／夫婦 DUB・滝沢卓 and more...

充実した関連イベント
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自然体験 ・ エネルギー体験
市街地の中のオアシス空間「富山城址公園」には、鳥や小さな生き物たちが
暮らしています。彼らのいのちを支えているのは太陽や雨や植物たち。わた
したち人間も、元は同じではないのかな？公園の芝生や水辺で遊びながら、
いろんな発見をしよう！
ワークショップ＆キッズエリア…水や太陽の力から電気
が生まれる体験や、キャンドルナイトに向けてのおたの
しみグッズづくりなど、親子で楽しめるワークショップ
がいろいろ。お産や子育て相談コーナーも。
震災被災者にとどけよう、わたしたちのエール…今年もやります！震災被災者
に届け！「たるちょ」づくり。県内被災者支援団体の活動紹介、県内へ避難され
ている方の参加もあります。
地球市民エリア…市民グループや福祉団体などの活動紹介や物品販売。公益団
体・環境に配慮した企業・団体などのアピールや物品販売。自然素材、手づくり、
地元の農産物、フェアトレードなどがコンセプトです。
スローフード屋台…化学調味料無添加・地元産にこだわったオーガニックな飲
食出店。使い捨て容器は使用しません。マイ食器、マイ箸をご持参くださいね。
（会場内では洗えません）
ナチュラルマーケット…手作り雑貨、自然素材、フェアトレードなどの環境に
配慮した商品の販売です。
リサイクルマーケット…使わなくなったモノは、家で眠らせずに持ち寄りましょう！

出店してみませんか？ 「企画参加要項」を HP からダウンロードできます
まだまだ募集中！ 最終締切４月 16 日（月）／参加登録料：市民団体、個人事
業者など 3,000 円／企業出展 10,000 円／リサイクルマーケット 1,000 円
※飲食、物品販売は、売上金の 10％をいただきます。

●実行委員、ボランティアスタッフ募集 一緒にアースデイをつくっていきましょう
○実行委員は、毎月 2 〜 3 回の話し合いでアースデイの運営に関わります。
随時募集中です。○ボランティアスタッフは、ポスターやチラシの配布、前
日や当日の準備、片付け、本部の受付や運営などのご協力をお願いします。
当日ボランティアの方には食事券などを支給します。
●賛同者を募集！賛同金をお願いします アースデイの財政は独立し、市民一人
ひとりの賛同金などで運営されています。★賛同金 一口 1000 円より何口でも。
振込先／郵便局口座 00710-9-37045 加入者名／アースデイとやま

[お問い合わせ・お申し込み先]

できるだけファックスまたはメールでお願いします

アースデイとやま 2012 実行委員会事務局
〒939-8025 富山市今泉 335 番地 みどり共同購入会内
tel.076-493-6261 fax.076-493-6260 e-mail: midori-k@p1.coralnet.or.jp

EARTHD
AY EVE
RYDAY
！
●鎌仲ひとみ監督トークライブと最新作「内部被ばくを生き抜く」
上映

●スローシネマカフェ サティシュ・クマールの「いま、ここにある未来」上映会
日時 3月22日
（木）
18：30 〜 20：30 ／場所 平和通り食堂／料金 ￥500
〈１ドリンク付〉

日時 5 月 26 日（土）午後（時間未定）／場所 フォルツァ総曲輪 ライブホール／参加費 ￥1,000

／連絡先 076-422-6445
（平和通り食堂）

※フォルツァにて 5 月 26 日（土）〜 6 月 1 日（金）
「ミツバチの羽音と地球の回転」上映。

●自然エネルギー・トークライブ 「富山で我が家で、エネルギー革命」
日時 4 月 29 日 ( 日 )14：00 〜 16：00 ／場所 フォルツァ総曲輪 ライブホール／ゲスト

上関原発計画に向き合う祝島の人々とスウェーデンで持続可能な社会をつくる取り

上坂博亨（富山国際大学教授）、橋本順子（土遊野）ほか／参加費 ￥ 300 ※フォルツァ

●県内初・市民出資の
「小早月発電所」
現地見学ツアー

組みを描くドキュメンタリー。入場料は、アースデイチラシ持参で、1,300円に割引。

にて 4 月 21 日（土）〜5 月 4 日（金）
「第４の革命̶エネルギー・デモクラシー」上映。

開催予定日 6 月以降予定／会場 魚津市小早月川／集合場所 JR 魚津駅／募集人数 先

再生可能エネルギーへと、ドイツのエネルギーシフトが一気に進んだという話題の

着 20 名／参加 無料

ドキュメンタリー映画です。入場料は、アースデイチラシ持参で、1,300 円に割引。

※連絡先記載のないイベントは、実行委員会事務局へお問い合わせください

アースデイ（４/22）は、地球に感謝し、美しい地球を守る意識を共有する日。世界180カ国で約５億人が参加する、民族、国籍、宗教、政党、信条をこえた世界最大の地球フェ
スティバルです。1970 年に始まり、富山でも 1991 年から毎年開催してきました。今では、市民が主体となって開催する県内最大の環境フェスティバルとなっています。
◆アースデイとやまの情報は、ホームページ、フェイスブック、ツイッターで発信しています。

