
主催者：南信州環境メッセ2022実行委員会

協賛 ： KOA株式会社／一般社団法人長野県自動車販売店協会／神稲建設株式会社／旭松食品株式会社／飯田市環境衛生事業組合
　　　多摩川精機株式会社／一般社団法人恩がえしＩＩＬＡ
後援 ：飯田商工会議所／長野県商工会連合会南信州支部／公益財団法人南信州飯田産業センター／飯伊市町村教育委員会連絡協議会
　　　株式会社八十二銀行／飯田信用金庫／信濃毎日新聞社／中日新聞社／南信州新聞社／ SBC信越放送

南信州自然エネルギー普及協議会／飯田脱炭素社会推進協議会／おひさま進歩エネルギー株式会社
特定非営利活動法人いいだ自然エネルギーネット山法師／飯田エフエム放送株式会社
公益財団法人長野県産業振興機構伊那センターリサイクルシステム研究会／飯田市／高森町／喬木村
南信州環境メッセ実行委員会事務局 （南信州地域振興局／南信州広域連合）

（この事業は令和4年度長野県地域発元気づくり支援金の採択事業です。）

〜 リニアとともに地域がにぎわう環境先進地を目指して 〜

南信州環境メッセ2022

10：00～16：00
エス・バード （飯田市座光寺3349-1）

企業・環境団体や学生・行政などの
様々な取組やイベントを

みて、体験し、学んで楽しもう!!

南信州環境メッセ2022の様子
はオンライン配信でご視聴いた
だけます。

5日㈯12時からメッセ会場内で
飯田エフエム放送㈱の公開生放送
（76.3MHz）が行われます。

※イラストはイメージです

※イベント・時間等は変更になる場合があります。

SDGｓ

地産地消

省エネ
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エシカル

再生可能エネルギー

創エネ

11/5㊏・6㊐2022

次世代自動車
展示・試乗体験

最新技術を詰め込んだ話題の次世代自動車
がエス・バードに大集合！
試乗体験会も行います！
環境に優しい自動車の
仕組みと性能を
ご体感ください！

リニア駅が
できるまち飯田

リニアプラレール
プレゼントもあるよ！
※数に限りがあるかも

特別
展示

浮いて
走る

リニア
グッズ

インクカートリッジ
里帰りプロジェクト
当日使用済みの純正インク
カートリッジをお持ちいただ
いた方にはオリジナルグッズ
をプレゼントします。

入場無料

総勢
63団体が参加

●次世代自動車、EVバスの
　展示・試乗及びEV外部給電実演
●高校生が制作した競技用車両のデモ走行
●エコ・エシカルに取組む
　キッチンカーやフードコーナーなど
●ヤギとのふれあい、餌やり体験など

●次世代自動車、EVバスの
　展示・試乗及びEV外部給電実演
●高校生が制作した競技用車両のデモ走行
●エコ・エシカルに取組む
　キッチンカーやフードコーナーなど
●ヤギとのふれあい、餌やり体験など

屋 内

屋 外

この機会に
県内で環境に

取組む企業等を
知ろう‼

出展者・イベント情報、会場配置、
タイムスケジュール等は事務局HPで
随時更新しますのでご確認ください。

●参加企業の製品紹介や商品の
　販売、体験会、相談会
●環境取組団体の活動紹介や
　中高生の学習発表、アニメ上映会など

●参加企業の製品紹介や商品の
　販売、体験会、相談会
●環境取組団体の活動紹介や
　中高生の学習発表、アニメ上映会など

会場内を巡る
スタンプラリーに挑戦して
商品をゲットしよう！！



※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により内容の一部変更や、来場者の入場制限等をする場合がございます。（開催日の2週間前に実施内容の可否について判断します。）

公共交通機関をぜひご利用ください。 元善光寺駅から徒歩10分

お問合せ先：南信州環境メッセ実行委員会事務局 （南信州地域振興局環境課）  TEL0265-53-0434  FAX0265-53-0467  E-mail : minamichi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

演　題： 「気候危機・エネルギー危機をめぐる最新動向
 地域主体でいかに乗り越えるか」

～1996年 明治学院大学社会学部卒業
～2001年 ストップ・フロン全国連絡会事務局スタッフ
～2004年 衆議院議員秘書
～2008年 全国地球温暖化防止活動推進センタースタッフ
～現在 NPO法人気候ネットワーク東京事務所スタッフ

演 　 題： 「知る・わかる・伝えるSDGs
 ～若者と考える持続可能な遠山郷のミライ～」
講 　 演： 田開 寛太郎 氏 （松本大学大学院観光ホスピタリティ学科専任講師）

パネラー： 桃井 貴子 氏 （基調講演講師）
 青山 洋子 氏 （高森町再エネ導入戦略等検討委員会委員）
 下平 勝煕 氏 （飯田市竜丘地域自治会長）
 𠮷川 琢朗 氏 （KOA株式会社 経営管理イニシアティブ
 　　　　　　　CSR推進センタープロフィットマネージャー）

5日土の特別プログラム 6日日の特別プログラム
オープニングセレモニー 9:50～

ゼロカーボンミーティングin南信州

テックレンジャーショー  10:30～

会場：A棟2階 ホール　＜主催者あいさつ、協賛者紹介＞

会場：A棟2階 ホール （定員100名）

講　師： 桃井 貴子 氏

●基調講演　10:00～10:50

●パネルディスカッション　10:55～12:00

○講演

●SDGsカフェby飯田市環境文化都市づくりプラットフォーム
　13:00～15:20

○SDGs活動事例発表

講師プロフィール
気候ネットワーク東京事務所長
大学在学中より環境保護活動に取り組み、卒業後は環境
NGO職員、衆議院議員秘書等を経て、2008年より気候ネット
ワークスタッフとなり、2013年より現職。現在、エネルギー・気
候変動問題を中心に取り組み、様々な団体と連携し、原発も
ない、温暖化もない持続可能な未来をめざし、政策提言や市
民啓発など幅広く活動を展開している。

テ ー マ：「リニア開通を見据えた様々な主体の協働による
　　　 エネルギーの地産地消やエネルギー自立地域づくり」

親子で楽しめるヒーローショー！
ショー終了後 ヒーローと写真撮影できるよ！

会場：B棟４階 経営相談室

新型コロナウイルス感染症予防にこ協力ください
●マスク着用 ●入場時の検温 ※高熱者(37.5℃以上）は入場不可 ●こまめな手指消毒 ●3密回避

◆学校編　事例発表者：飯田市立西中学校、 飯田市立緑ヶ丘中学校
　　　　　　　　　　  飯田女子高校、 下伊那農業高校
◆企業編　取 組 紹 介：根羽村森林組合

コーディネーター：田中 信一郎 氏 （千葉商科大学准教授）
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エコレンジャーショー  10：15～11：00

エシカルシンポジウム　13:00～15:15

自然環境保全ポスター
入賞作品表彰式  11：15～11：50

幻のヒーローがやってくる！
「君は環境にやさしくなれるかな？」

会場：A棟2階 ホール

11/5土・6日　会場：A棟2階 ホール入口

11/6日　会場：A棟2階 ホール

ちびっ子
必見！

次世代を担う子ども達の自然環境へのメッセージをご覧ください。

テ ーマ： 「いまさら聞けないエシカルなくらし」
会場：A棟2階 ホール

会場：A棟2階 ホール

2030 SDGsカードゲーム体験講座　13:00～16:00

会場：B201・B202
定員 ：中学生以上30名

○講演会 
　講師：中島 恵理 氏 （元長野県副知事）
○パネルディスカッション

下農生
による

申込先：信州環境カレッジ運営事務局
　　　　お申し込みはこちらから➡事前申込必要

（飯田女子高校、長野県）

子どもゼロカーボンチャレンジ講座
（一般社団法人長野県環境保全協会）

①展示・体験コーナー
　11/５土・６日
　会　場：B204　　

②環境マークで遊ぼう！ 「かるた＆ビンゴ」
　11/５土　第１部13:30～・第２部15:00～（各45分）
　会　場：B201・202
　定　員：親子10組（こども10名）

③ソーラーカー工作教室
　11/６日　10:30～12:00
　会　場：B201・202
　定　員：親子10組（こども10名）
　参加費：500円（材料費）

 10/11火～
申込は電話にて下記の
実行委員会事務局まで

②・③に参加される
方は、持ち帰り用の
「マイバック」をお持
ちください。

②・③は事前申込必要

参加無料

入賞作品展示

アンケートに
お答えいただくと

後日抽選で環境配慮
カタログギフトを

プレゼント！

令和3年度　市長賞受賞作品

エシカル
マルシェ
も出展

エシカル
マルシェ
も出展

あなたの
エシカル度チェック


