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Fair Trade
World Fair Trade Day ・ NAGOYA 2013

協   賛 ： イオン・トップバリュ株式会社
 なんとかしなきゃ！プロジェクト、名古屋外国語大学、近藤産興株式会社、エシカル・ペネロープ株式会社
協   力 ： 名古屋テレビ塔（株）、久屋大通発展会、SMBCパーク 栄、栄ミナミ音楽祭実行委員会、株式会社 ZIP-FM
 フェアビーンズコーヒー（有）フェアトレーディング、ナマケモノ倶楽部、エシカルなごや推進委員会
衣装協力 ： エシカル・ペネロープTV tower、ピープル・ツリー、ＨＡＳＵＮＡ／チラシデザイン ： Matsui
後   援 ： 愛知県、名古屋市、JICA中部、ナゴヤファッション協会、株式会社 国際デザインセンター、名古屋商工会議所
 （公財）愛知県国際交流協会（ＡＩＡ）、（公財）名古屋国際センタ－（ＮＩＣ）、一般社団法人フェアトレードタウン・ジャパン
共   催 ： フェアトレード名古屋ネットワーク
主   催 ： フェアトレードタウンなごや推進委員会

オアシス21 オーガニックファーマーズ朝市村
8 ： 30 ～ 1１ ： 30
有機・自然農法による安心でおいしい野菜や
米、くだもの、農産加工品を販売。

SMBC
へ移動

TV塔へ
移動

トレジャー
ハンター

スタート!!

フィナーレ!!

Tog
ethe

r

しよう
ぜ!!

フェ
アト
レー
ド

マル
シェ

日 時 ： ２０１３年５月１１日（第2土曜日）１０：００～１7：００　会 場 ： 名古屋テレビ塔 ＋ SMBCパーク 栄

10:00
オープニング ＆ 
ADECジェンベ・ライブ

15:30
ライブ＆エンディング

15:00
マイカとみんなでトーク
「フェアトレードタウン名古屋に
住みたいな♥」

13:30 Guest : ルー大柴
ファッションショー＆さとみのファッション・トーク

11:00
辻信一
「Be the change!」

11:30
アンニャ・ライト
「地球１個分の暮らし」

12:00
ESDパネルトーク＆コーラス
中学生と辻 信一、アンニャ・ライト

10:00 ～ 17:00
お買い物で世界を変えよう！
テレビ塔南側

ルー大柴 トーク
「アフリカから学びたい」

名古屋外国語大学
学生トーク
「世界を変える若い力」

みなさん“フェアトレード”でお買い物をしていますか？
自分の洋服や身の回りのモノが、どこから来て、誰が作ったものなのか、知っていますか？
私たちが何気なく選んでいるモノの陰で、誰かが苦しんでいるとしたら？ 
地球の自然が傷ついているとしたら？

フェアトレードは、途上国や弱い立場の人々にお仕事の機会を生み出します。
森林伐採や農薬による土壌汚染などの環境破壊からも地球を守ります。
世の中の誰も犠牲にしない穏やかな地球の未来のために、私たちにも出来ることがあります。
まずは「知る」ことから。

知ること×選ぶこと ＝ 世界を笑顔に！

14:30
高橋誠＆望月雄史
ヨーロピアン・ジプシー・ジャズ

5月第2土曜日は、世界フェアトレード・デー！！

今年は、５月１１日（土）
 世界フェアトレード・デー・なごや２０１３
フェアトレード・ファッションショー＆トーク
ライブ&マルシェ with 栄ミナミ音楽祭

10:00 ～ 17:00
トレジャー・ハンター
「大学生と遊ぼう！」

１０：００～１１：００1st Stage 
「なんとかしなきゃ！ 私達の未来 !」

2nd Stage １１：００ ～１３：００
「つなげよう！地域と世界！今と未来！」

3rd Stage １３：３０～１６：００
「ファッションと音楽で感じよう！」

　途上国や弱い立場にある生産者に対して公平な条件での貿易を継続的に行い、経済的な
自立を支援することで、貧困問題の解決や、文化・伝統、そして環境を守ることができる、思
いやり貿易です。

　WFTO（World Fair Trade Organization）に加盟する、世界76ヶ国・約450団体のフ
ェアトレード組織と生産者組織が一斉にフェアトレードをアピールする日。毎年5月の第2土
曜日に、各国でイベントやキャンペーンを同時開催。1995年にヨーロッパのフェアトレード・
ショップの連合が運動を開始。世界一斉実施は、今年で1２回目。

フェアトレード（公正な貿易）とは

世界フェアトレード・デーとは

マルシェで
買物

Fashion show / Talk / Live / Marche

ZIP-FM公開録音!!
サンデーナイトスペシャル「THINK FAIR TRADE」



ルー大柴

辻 信一

望月 雄史 高橋 誠

アンニャ・ライト

代表：原田さとみ
フェアトレードタウンなごや推進委員会

総合司会

副代表：空木マイカ

ADEC大村秀章

世界フェアトレード・デー・なごや２０１３
フェアトレード・ファッションショー＆トーク
ライブ&マルシェ with 栄ミナミ音楽祭
５月１１日 第2土曜日 10:00～1７:00 名古屋テレビ塔 SMBCパーク 栄 久屋大通公園さかえ川

１３：３０ ～１６：００ ＠ 名古屋テレビ塔

フェアトレード・マルシェ 
１0：0０ ～１7：００ ＠ 名古屋テレビ塔下～さかえ川周辺

謎解き！フェアトレード・トレジャーハンター
「守れ！ぼくらのタワー」
１0：0０ ～１7：００ ＠ 名古屋テレビ塔下～さかえ川周辺

3rd Stage

2nd Stage １1：００ ～１3：００ ＠ SMBCパーク 栄

● フェアトレード・デー・オープニング・トーク with 大村秀章愛知県知事
● ADECジェンベ・ライブ
● ルー大柴 × 原田さとみ × 空木マイカ
 「なんとかしなきゃ！」トーク “アフリカから学びたい！”
● ルー大柴 × 大学生 × 空木マイカ
 「MOTTAINAI～もったいない！」トーク “世界を変える若い力！”

１１：００ ～ 辻信一講演  Be the change! ～私たち自身が変化そのものに～
１１：３０ ～ アンニャの世界と私を変える旅 Slow Small Simple
 ～地球１個分の暮らしをめざして～ with 辻信一
１２：00 ～ ESD（持続可能な開発のための教育）パネルトーク＆コーラス
 「きれいな地球・みんなの笑顔を未来へつなぐため、今できること！」
 辻信一 × アンニャ・ライト × 中学生  合唱 ： 豊田市立藤岡南中学校 

1st Stage １０：００ ～１１：００ ＠ 名古屋テレビ塔 ZIP-FM公開録音 サンデーナイトスペシャル「THINK FAIR TRADE」

ルーさんとトゥギャザーしようぜ！
なんとかしなきゃ！私たちの未来！

ゲストプロフィール

ルー大柴

１３：３０ ～ フェアトレード ＆ エシカル・ファッションショー
 原田さとみのファッション・トーク／ゲスト ： ルー大柴
１４：３０ ～ 高橋誠（Violin） ＆ 望月雄史（Guitar)
 ヨーロピアン・ジプシー・ジャズ・ライブ
１５：００ ～ マイカとみんなでフェアトレード・トーク
 「フェアトレードタウン名古屋に住みたいな♥」　　　
 （フェアトレードタウンなごや推進委員会）
１５：３０ ～ アンニャ・ライト ライブ＆エンディング大合唱

人にも社会にも環境にも優しいフェアトレードのお店が集合。服・アクセ
サリー・雑貨・コーヒー・紅茶・食品など、伝統・手仕事・自然農法・地産地
消の温もりあふれる品々を楽しみながら、国際協力・地域貢献しましょ。

● 受付 = フェアトレードタウンなごや推進委員会本部（テレビ塔南側付近）

アテンドリ エ ペジーブル、エコライフショップ マジックマーマ、九鬼産業株式会社、くらしを耕す会、
ジャパンアフリカトラスト、仕事ノアル暮らし、その灯ぐらし、手作りおやつ「またあしたね」、名古屋を
フェアトレード・タウンにしよう会、バンドゥ ショップ、フェアビーンズコーヒー、マニュモビールズ、
夢木香、リセッ友の会、anam fairtrade&natural、as is、Bar Gorico、BASEY、cafe duri、
daladala、FARAFINA、FLP、ICAN、Kadet Relaxation、LOOB JAPAN、NPO法人幼い
難民を考える会あいち、peel lab、REAL Style、Relier、team apop

ファッションと音楽で感じよう！　
あなたの選ぶモノで世界が変わる、
自分も変わる ！

お買い物で世界を変えよう！

イオンは、名古屋のフェアトレードタウン国際認定を応援しています。

大学生と遊ぼう!
子ども大人も謎を解き、お宝をいただこう！ 
謎解きしながらフェアトレードのことがよくわかる
フェア・トレ・ハンター

つなげよう！地域と世界！今と未来！
住みやすい街、思いやりの街、フェアトレードタウンに名古屋がなったら！
辻信一＆アンニャ・ライト＋中学生 トーク＆ライブ with 原田さとみ・空木マイカ

2006年から始めたブログが若者に支持され、2007
年にNHKみんなのうたで歌ったＭＯＴＴＡＩＮＡＩをキッ
カケにマイ箸マイバッグの使用、富士山の樹海清掃
や地域のゴミ拾い活動をするなど環境活動にも積
極的に取り組む。趣味はドジョウやメダカの採集、水
墨画、茶道・遠州流準師範の肩書を持つ。

辻 信一
文化人類学者、ナマケモノ倶楽部世話人。明治学院大
学教授。「100万人のキャンドルナイト」呼びかけ人代表。
数々のNGOやNPOに参加しながら、「スロ－」や「GNH」
というコンセプトを軸に環境＝文化運動を進める一方、社
会的起業であるスロービジネスにも積極的にとりくむ。

Anja Light （アンニャ・ライト）
オーストラリア在住。シンガーソングライター、環境活動
家。10代より環境・平和運動に参加。1990年、日本の仲
間たちと環境＝文化NGO「ナマケモノ倶楽部」を結成。
2005年、名古屋で開催された「愛・地球博」では「地球を
愛する100人」にノミネートされた。
現在、自宅出産した二人の子どもとともに、スロー・スモー
ル・シンプルな暮らしに取り組んでいる。CDに「Slow 
Mother love」、「とべ、クリキンディ～ハチドリの歌」。著書
に「しんしんと、ディープ・エコロジー～アンニャと森の物
語」（大月書店）ほか。
http://anjaslowmotherdiary.blogspot.jp/

参加店

イオン・トップバリュ「フェアトレード・チョコレート」プレゼント！（限定３００個）
with 名古屋外国語大学 フェアトレードサークルLinks
 中部フェアトレード学生ネットワーク団体328


