
愛知県
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日付 カテゴリー 開催内容 開催場所

01/20(土) 食育
旬の野菜を活用した伝統料理講座
　2回目　大根づくし

名古屋市
 中生涯学習センター

01/21(日) 理念継承
シンポジウム　『よみがえりのレシピ』
『在来作物で味覚のレッスン』上映と渡辺監督講演・対談

名古屋市 イーブルなごや

02/04(日) 理念継承
マザリー・アース・プロジェクト理念、
　コミュニティづくり 勉強会

名古屋市 イーブルなごや

02/10(土) 食育
旬の野菜を活用した伝統料理講座
　3回目　みそづくり

名古屋市
 中生涯学習センター

02/12(月) 社会貢献 ＫＴＣ中央高等学院様　農事体験学習 豊田市 圃場
02/25(月) 理念継承 WE LOVE とよたフェスタ 豊田市 ｽｶｲﾎｰﾙ豊田
03/11(日) セミナー 総会 名古屋市 ウィルあいち
03/24(土)
　 25(日)

寺子屋 モリコロパーク　春まつり出展 
愛・地球博記念公園
 モリコロパーク

４月 04/29(日) 心の学校 心の学校 名古屋市 イーブルなごや

05/13(日) 食農
生き物いっぱいの田んぼで行う
　素手での田植え

豊田市 圃場

05/17(木) 食農 ＫＴＣ中央高等学院様　農事体験学習 豊田市 圃場
05/27(日) 心の学校 心の学校 名古屋市 イーブルなごや
06/03(日) 食育・食農 『カレーライスを一から作る』プレ上映会とスプーン作り 名古屋市 イーブルなごや
06/23(土) 食農 WE LOVE とよた おもてなしイベント 豊田市 参合館前広場
06/24(日) 心の学校 心の学校 名古屋市 イーブルなごや
07/7(土) 他団体交流 にっしんわいわいフェスティバル 日進市スポーツセンター２階
07/15(日) 環境保全 市民農園：土づくり青空交流会 豊田市 藤岡地区

07/29(日) 心の学校 心の学校
豊田市
　とよた市民活動センター

08/05(日) 環境保全 生き物いっぱいの田んぼで行う生き物調査 豊田市 圃場

08/18(土) 国際交流 りぶらまつり　プレイベント
岡崎市
　図書館交流プラザ りぶら

08/19(日) 食農
農事体験：ジャガイモ植付け、人参種蒔き
『カレーライスを一から作る』プレイベント

豊田市藤岡地区会員様 圃場

08/26(日) 心の学校 心の学校 名古屋市 イーブルなごや

09/16(日) 食育
あおぞらキッチン 食料産業・６次産業化交付金
　　　　　　　（地域での食育の推進事業）

豊田市 圃場

09/22(土) 寺子屋 モリコロパーク　秋まつり出展 
愛・地球博記念公園
 モリコロパーク

09/24(月) 他団体交流
シンポジウム
『生き方革命～母なる地球に生きる』
上映映画：『おだやかな革命』　☆1

一宮市
 尾張一宮駅前ビル
 i-ビル

09/30(日) 心の学校 心の学校 名古屋市 イーブルなごや

10/6(土) 他団体交流
ぐるぐるまちミル博覧会　La C Lo共催 上映会
『Given ～いま、ここ、にある しあわせ～』☆2

Wakka（日進市）

10/07(日) 食農
生き物いっぱいの田んぼで
　手鎌での稲刈りとはざがけ

豊田市 圃場

10/11(木) 食農 ＫＴＣ中央高等学院様　農事体験学習 豊田市 圃場

10/20(土) 食農
とよたまちさとミライ塾
　稲刈りと五平餅づくり

豊田市 圃場

10/21(日) 寺子屋 10周年記念　「マルシェ大感謝祭」　☆4 八事 興正寺

10/27(土) 他団体交流
ぐるぐるまちミル博覧会　当会主催 上映会
『カレーライスを一から作る』　☆3

日進市北部福祉会館

10/28(日) 心の学校 心の学校 名古屋市 イーブルなごや

11/03(土) 食農

とよたまちさとミライ塾
『カレーライスを一から作る』プレイベント
　玉ねぎの植え付け、野菜の収穫
　野菜カレーライスづくり

豊田市藤岡地区会員様 圃場

11/04(日) 環境保全 市民農園：野菜づくり青空交流会 豊田市 藤岡地区
11/10(土)
　 11(日)

国際交流 りぶらまつり
岡崎市
 図書館交流プラザ りぶら

11/22(木) 食農 ＫＴＣ中央高等学院様　農事体験学習 豊田市 圃場

11/25(日) 心の学校 心の学校
豊田市
 豊田市民活動センター

12/02(日) 食育 食農感謝祭 ～もちつきと和太鼓演奏会～ 豊田市 農事専従者寮

12/16（日） 国際交流 年末感謝祭
岡崎市
 図書館交流プラザ りぶら

2018年
2019年

5月、10月
11月、2月

食農
ＫＴＣ中央高等学院様　農事体験学習
　年4回予定（5/17,10/11,11/22,2/21）

豊田市 圃場

2019年 2月 食育・食農
シンポジウム
　上映『カレーライスを一から作る』

豊田市

2019年2月にはシンポジウムでは、『カレーライスを一から作る』上映会と、本年 食農活動にて栽培した
お野菜・材料にてカレーライスを作る食育ワークショップを予定しております。

☆1　映画　「おだやかな革命」について
http://odayaka-kakumei.com/

☆2　映画　「Given ～いま、ここ、にある しあわせ～」について
http://given-imakoko.com/

☆3　映画　「カレーライスを一から作る」について
http://www.ichikaracurry.com/

☆4　10周年記念　「マルシェ大感謝祭」
http://www.marche-nagoya.com/schedule/yagoto1021/

＊2018年、あいちの農林水産フェアは、開催場所・出展要項の変更などにより不参加とさせて頂きました。

６月

NPO法人 Earth as Mother　平成30年度年間活動スケジュール

１月

２月

３月

５月

企画/次年度活動

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

http://www.earthasmother.com/news/event/entry-115.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-115.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-111.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-111.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-111.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-116.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-118.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-118.html
https://www.toyota-miraijuku.com/events/70
https://www.toyota-miraijuku.com/events/70
http://www.marche-nagoya.com/schedule/yagoto1021/
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-119.html
http://www.earthasmother.com/news/event/entry-119.html
https://www.toyota-miraijuku.com/events/69
https://www.toyota-miraijuku.com/events/69
https://www.toyota-miraijuku.com/events/69
https://www.toyota-miraijuku.com/events/69
http://odayaka-kakumei.com/
http://www.ichikaracurry.com/
http://www.marche-nagoya.com/schedule/yagoto1021/

