
報道関係各位 
一般社団法人テラプロジェクト みどりのサンタ実行委員会 

うめきた 2期暫定利用事業 

第２回 「植育」イベント  

みどりのサンタの「植・食、健康」フェスタ 2017 開催決定 
 

「大阪にもっとみどりを！もっとみどりを身近に楽しもう！」をテーマに樹齢1,000年のオリーブの木や食べても美味し

い柑橘類など個性豊かなみどりが登場！まちのみどり化、みどり化による食文化の創出など各種シンポジウムや親

子で参加できるワークショップを実施！ 
 

Plant Friendly Life を目指して 
２０世紀の経済活動を支えてきた化石燃料偏重の時代の反省を踏まえて、植物のもつ潜在能力の価値を見いだすことの重要性がささやか

れ、植物活用の新たな提案や企画を日常生活に反映させることが大切との視点を踏まえて、２１世紀は Green Gold の時代と称されていま

す。  

一般社団法人テラプロジェクトは、みどり豊かな環境をめざし、次世代に通じるモノつくり・コトつくりの企画創出に、具象・抽象的に「みどり」を

イメージすることによって新たな創造性が芽生え、それが経済活動の活性化に通じると考えています。 

この度、弊社団は、子どもたちが植物のもつ潜在能力を学ぶ「植育イベント」をシンポジウムとワークショップを交え、１２月１日から９日まで

のみどりのサンタイベントの間、うめきたガーデンイベント広場で開催致します。この試みは都市のヒートアイランド対策や世界規模でのグロ

ーバルウォーミングの解消に植物のもつ力を活用することや「植育」なる語句の意味を次世代を担う子どもたちがコトつくりを通じて理解し、

平和で住みやすく豊かさを感じることのできる生活圏の創造に役立てて欲しいと思います。そして、みどりに関するモノつくり・コトつくりの支

援者として「みどりのサンタ」 を創造し、みどり活動の伝道師的役割を担ってもらっています。 

併せて、弊社団の支援活動「植・食、健康」分野の中、食の産業活性化に関する企画として、１２月８日（金）「天下の台所、大阪」をテーマと

するワークショップを開催し、なにわの食文化の発信と栄養学的に理にかなった食膳の普及を視野に催し物を企画しています。 

 

「植育」イベント みどりのサンタの「植・食、健康」フェスタ 2017 開催概要 
【主催】 一般社団法人テラプロジェクト みどりのサンタ実行委員会 

【日程】 2017 年 12 月 1 日（金）～12 月 9 日（土） 計 9 日間 

【場所】 うめきたガーデン イベント広場他 

【テーマ】 「大阪にもっとみどりを！ もっとみどりを身近に楽しもう！」 

【実施コンテンツ】  

（１）開会セレモニー 

（２）「植・食、健康」分野のシンポジウム 

（３）「植・食、健康」分野のワークショップ 

（４）産学連携ショップ＆フードコラボショップ 

（５）特別対談企画 

（６）キッズ音楽団＆ダンスチームパフォーマンス他 

（７）連携イベント 

【パンフレット設置場所】梅田地区の駅・商業施設・オフィスビル・大学等 

【後援】 大阪府、豊中市、豊中市教育委員会、豊能町、豊能町観光協会、大阪商工会議所、一般財団法人大阪科学技術センター、一般

財団法人大阪大学産業科学研究協会、羽衣国際大学、大阪日伊協会、日本スペイン文化経済交流センターエクステンション、公益財団法

人都市活力研究所、近畿地方環境事務所、日本杜仲研究会、公益財団法人 大阪観光局、一般社団法人まちラボ産学技術ユニオン、一般

社団法人国際スーパーフード学術機構、一般社団法人地域創生連携活動コンソーシアム、一般社団法人ガラス未来研究所、一般社団法人

MIDORI365 放送協会 一般財団法人レオ財団 

【協賛】 みどりのサンタアンバサダー 緑匠・又右衛門 

【協力】 智の木協会、鳥取県智頭町、智頭町森林組合、熊本県小国町、小国町森林組合、企業等 

 
 

【本イベントに関するお問合せ】 一般社団法人テラプロジェクト みどりのサンタ実行委員会  

担当：峯平、三宅、木村、加藤、日下部 

TEL：06-6312-3407（10：00～20：00）定休日：木・日曜日 / E-Mail： info@thera-projects.com 

 



  

「植育」イベント みどりのサンタの「植・食、健康」フェスタ 2017 コンテンツ詳細 
 

(1)開会セレモニー 
【日時】 12 月 1 日（金）11：00～12：00  

【会場】 うめきたガーデン イベント広場 

【出席】 産学官民連携活動関係者（予定） 

 

 

(2)「植・食、健康」分野の各種シンポジウム 
① 「みどり」に込めた次世代へのメッセージ ～みどり輝くまちづくりの実践を歴史に～ 

地球温暖化をはじめとした環境問題がさけばれる中、「みどり」と「まちづくり」は今後どのように関わりあっていくべきなのか。科学、

歴史、宗教や日本文化など多方面からのゲストをお迎えし、講演と対談の 2 部構成で迫っていきます。 

【日時】12 月 1 日（金） 14：00～17：00 （受付 13：00～） 

第一部：講演の部 

14：00～14：45 招待講演「森は笑う、森は遊ぶ、森は化ける」 

○山折 哲雄（宗教学者 / 自然環境文化推進機構 代表理事） 

 

第二部：対談の部 

15：00～16：40 特別対談「みどり輝くまちづくり ～千年先に残すべきもの～」 

○山折 哲雄（宗教学者  自然環境文化推進機構 代表理事） 

○鳥井 信吾（サントリーホールディングス 副会長） 

○平野 雅章（自然環境文化推進機構 理事  即成院 住職） 

○奥 重貴（伊太祁曽神社 禰宜） 

○小林 昭雄（大阪大学名誉教授  智の木協会 代表幹事  テラプロジェクト 理事長） 

 

【会場】 グランフロント大阪ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター ホール A  

【定員】 150 名 

【参加費】 1,000 円（資料代として） 

【主催】 一般社団法人 テラプロジェクト 

【共催】 公益財団法人 都市活力研究所 

【協賛】 阪急電鉄株式会社、智の木協会 

 

② 「森を活かし、森と生きる」～木材から木質化によるイノベーション 

基調講演 「木造の防火技術開発と気持ちのよい木造をこれからもつくるために」  

○安井 昇（桜設計集団一級建築士事務所 代表） 
【日時】 12 月 4 日（月） 13：00～17：00 

【会場】 大阪富国生命ビル 4F 「まちラボ」A ルーム 

【定員】 50 名  【参加費】 無料 

【主催】 一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアム 

【共催】 一般社団法人 テラプロジェクト、鳥取県智頭町、熊本県小国町 

      WOOD.ALC 西日本普及協会、ミウラクワノパートナーシップ有限会社 

【後援】 智の木協会 

 
③ アンチエイジング＆スーパーフード 「健康に華麗に生きる！」 

基調講演  

「美しい体をつくる食と腸の関係 -常識を覆す最新の抗加齢医学-」 ○山田 秀和（近畿大学アンチエイジングセンター 副センタ―

長） 

「スーパーフードと健康長寿・食はくすり」 ○山口 明人（一般社団法人 国際スーパーフード学術機構 理事長） 

その他企業様講演予定 

【日時】 12 月 5 日（火）13：00～17：00 (受付 12：00～) 

【会場】 大阪大学中之島センター10F 佐治敬三メモリアルホール 

【定員】 150 名 【参加費】 無料 

【主催】 一般社団法人 テラプロジェクト 

【共催】 近畿大学、一般社団法人 国際スーパーフード学術機構 

 

④ 「都市における建築とみどり、その効果と効能」 
基調講演 「建築におけるみどりと健康」 ○岩前 篤（近畿大学建築学部長 教授） 

その他企業様講演予定 

【日時】 12 月 6 日（水）14：00～17：00 （受付 13：00～） （懇親会：17：00～18：30） 

【会場】 大阪富国生命ビル 4F 「まちラボ」A ルーム 

【定員】 50 名 【参加費】 無料 （懇親会費：3,000 円） 

【主催】 一般社団法人 テラプロジェクト 【共催】 近畿大学  

 

 

 

 

【内容】 

活動紹介：One Green プロジェクト、植育 Box プログラム、みど

りのサンタフェスタの全容 

来賓挨拶：公益財団法人 大阪観光局 理事長 溝畑 宏 等 

除幕式：樹齢 1,000 年のオリーブの木 他 



 

 

⑤ 「公園を活かし、公園と生きる」 
基調講演 「公園の落ち葉や剪定枝から電気と熱を創る！」○赤松 史光（大阪大学大学院 工学研究科 教授） 

その他企業様講演予定 

【日時】 12 月 6 日（水）14：00～17：00 （受付 13：30～）  懇親会：17：00～18：30 

【会場】 大阪富国生命ビル４F 「まちラボ」F ルーム 

【定員】 30 名 【参加費】 無料 （懇親会費：3,000 円） 

【主催】 一般社団法人 テラプロジェクト 

【共催】 オリエンタルコンサルタンツ 【協力】 智の木協会 

 

⑥ 「やってみなはれ！中小企業社長塾」 

【日時】 12 月 7 日（木）13：00～17：30 

【会場】 大阪富国生命ビル 4F 「まちラボ」A ルーム 

【定員】 一般募集致しません。 

【主催】 一般社団法人 テラプロジェクト 

【共催】 やってみなはれ勉強会、一般社団法人 MIDORI365 放送協会 

 

⑦ 「次世代を担う若者たちからのメッセージ」 
高校生・大学生からの研究発表他 

【日時】 12 月 9 日（土）13：00～16：00 

【会場】 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス 

【定員】 一般募集致しません。 

【主催】 一般社団法人 テラプロジェクト 

【共催】 大阪府立大学、天王寺高校 

 

(3)「植・食、健康」分野のワークショップ 
① 「オリーブ～食と美と健康への贈り物」 

「オリーブの魅力について」 

       講師：緑匠・又右衛門（みどりのサンタアンバサダー） 

「栄養によく、薬用になり、灯火にもなるオリーブ」～化粧品への活用～ 

       講師：吉田 靖弘（日本オリーブ） 

【日時】 12 月 2 日（土） 13：00～14：00 自由参加 ＊当日会場にお越し下さい。 

【会場】 うめきたガーデン イベント広場 【費用】 一般自由参加（無料） 

 
② 「レモン～柑橘による食と地域文化創出」 

講師：中井 久美子（羽衣国際大学・BHB 研究会） 

      野口 聡子 （羽衣国際大学・BHB 研究会） 

      駿河 康平 （紀文食品） 

      村嶋 章宏 （ケーキ工房フローレンス） 

【日時】 12 月 3 日（日）11：00～12：00 自由参加 ＊当日会場にお越し下さい。 

【会場】 うめきたガーデン イベント広場 【定員】 30 名 【参加費】 無料 

 

③ 仕事も食も楽しみたいママへ、子どもの体と心を育てるカンタン食事レッスン 
ゲスト：アスリートフードマイスター 金子 雅美 

【日時】 12 月 4 日（月）10：30～11：40 (70 分)  

【会場】 グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル７階ナレッジサロン内 プロジェクトルーム 

【定員】 30 名 【参加費】 無料 

 

④ 「天下の台所 大阪」 
大阪の食文化を新たに創出するための講演に加え、まぐろの解体ショー＆飲み放題イベントも開催！ 

【日時】 12 月 8 日（金）15：30～19：00 

【会場】 アサヒスーパードライ梅田店 

【参加費】 5,000 円 

【主催】 一般社団法人 テラプロジェクト 

【共催】 大起水産 他 

   【協力】 紀文食品、 ケーキ工房フローレンス 

 
⑤ 手作り体験ワークショップ他 

手作りテラリウム、ソープカービング、キャンドル、クリスマスオーナメントなど様々な 

手作りワークショップを開催！形に残る思い出として、直接みどりに触れる機会として 

是非ご参加ください！ 

【日時】 12 月 2 日（土）、3 日（日）、9 日（土）10：00～17：00 予定 

【会場】 うめきたガーデン イベント広場 【参加費】 無料（一部有料） 

 

 

 

 
樹齢 1,000 年の 

オリーブの古木 

 



 
産学連携企画商品他 

 

(4)産学連携コラボショップ他 
① 学生×企業コラボショップ 

【ショップ名】 HA☆GO☆RO☆MO スイーツ 

【日時】 12 月 2 日（土）、3 日（日）10:00～16:00 

【場所】 うめきたガーデン イベント広場 

【内容】 オリーブを使った新感覚ブレッドやレモンを使った新しいスイーツの提案 

【展示販売】 羽衣国際大学 人間生活学部 人間生活学科 食クリエイトコース 

【製造】 ケーキ工房フローレンス 

 

② 学生×企業コラボショップ 
【ショップ名】 近畿大学スイーツショップ 

【日時】 12 月 2 日（土）、3 日（日） 10:00～16:00 

【場所】 うめきたガーデン イベント広場 

【内容】 近畿大学薬学部 植物研究会、漢方研究会 が中心となり、スイーツ単体の美味しさに加え、飲物と組み合わせた時の味の変

化、期待されるカラダへの効能を勘案したスイーツを考えました。 

【展示販売】 近畿大学 薬学部 植物研究会、漢方研究会 

【製造】 ケーキ工房フローレンス 

 

③研究機関×企業コラボショップ 

【ショップ名】 One Green 茶房 
【日時】 12 月 2 日（土）、3 日（日）10：00～16：00 

【場所】 うめきたガーデン イベント広場 

【内容】 産学連携企画の杜仲茶、ごぼう茶などの健康茶を始め、 

南米原産のアマゾンカムカムスーパーフードや農産物等を販売します。 

売り上げの一部は都市のみどり化に活用される社会貢献ショップです。 

 
④ ECC福島復興支援カフェ 

【ショップ名】 Café Rapport カフェ・ラポール  

【日   時】 12 月 2 日（土）10:00～16:00 

【場   所】 うめきたガーデン イベント広場 

【内   容】 ＥＣＣ国際外語専門学校ホテルコース 2 年生が、五感で体感した福島県の魅力と福島県の今を情報発信し、復興を応援

するチャリティカフェです。 

福島県福島市の水道水「ふくしまの水」を使用したドリップコーヒーと福島県の銘産品をご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。 

 

⑤ 企業連携ショップ 

【ショップ名】 Re 食器ショップ 

   【日   時】 12 月 2 日（土）、3 日（日）10：00～17：00 

   【場   所】 うめきたガーデン イベント広場 

 【内   容】 リサイクル陶磁器を用いて子ども達にみどりのメッセージを届けます。 

売り上げの一部がみどりのサンタ活動に活用される社会貢献陶磁器です。 

 

⑥ 学生ワークショップ 
【ショップ名】 クリスマスキャンドルフラワーアレンジメント工作 

【日   時】 12 月 2 日（土）、3 日（日）、9 日（土） 11：30～17：00（予定） 

   【場   所】 うめきたガーデン イベント広場 

【内   容】 クリスマスらしいキャンドルフラワーアレンジメントを作ります。 

新聞紙で作成したリサイクルかご・生花・松ぼっくり・どんぐりを使用 

【実施団体】 近畿大学 農学部 学生団体 FeeLink 

【参加費】 500 円 

 

⑦ 地方自治体×研究機関コラボショップ 

【ショップ名】 スーパーフード「ヤーコン」ショップ 

【日   時】 12 月 3 日（日）10：00～16：00 

【場   所】 うめきたガーデン イベント広場 

【内   容】 豊能町産ヤーコン、ヤーコン茶他ヤーコン加工品等の試食及び販売を実施いたします！ 

 

⑧ みどりのサンタ活動支援ショップ 
   【ショップ名】 ポチ袋ショップ 

【日   時】 12 月 2 日（土）10：00～16:00 

   【内   容】 みどりのサンタロゴをモチーフにしたポチ袋を販売します。 

           売り上げの一部がみどりのサンタ活動用基金に提供されます。 

   【販   売】 株式会社サンエイ、株式会社パピルス 

 
オリーブを使った新感覚ブレッドなど 

 



 

(5)特別対談企画 
  羽根田 卓也（カヌー選手） × 辰野 勇（株式会社モンベル 会長） 

ファシリテーター 小林 昭雄（一般社団法人テラプロジェクト理事長・大阪大学名誉教授） 

  「自然と生きる。水とみどりの楽しみ方」 
【日   時】 12 月 9 日（日）14：30～15：30 

【場   所】 うめきたガーデン イベント広場 【参加費】無料 

【内   容】 都市部を中心とした地球温暖化、里山の消失等の自然破壊が問題になって久しい中、今我々に出来る事、都市のみどり 

 化、都市に住む人々の健康、未来に残したい街、地域創生の連携で望む事について、アウトドアの楽しみ方を追求する 

 株式会社モンベル 代表 辰野 勇氏と大自然に競技者として挑み続けるカヌー選手 羽根田 卓也氏をお迎えして、 

「水とみどりの楽しみ方」に焦点を当てた対談を開催致します。 

 

 

(6)キッズ音楽団＆キッズダンスチームパフォーマンス他、ライブ 
 ① キッズ音楽団＆キッズダンスパフォーマンス 

【日  時】 12 月 3 日（日）14：00～15：00 

【場  所】 うめきたガーデン イベント広場 

【内  容】 大阪城で開催される大阪グレートサンタランに出演する谷町キッズ楽団 

が、たま駅長代理（和歌山電鉄）と一緒に「たまバス」に乗ってやってきます。 

谷町キッズ楽団の演奏の他、箕面・守口・平野にあるダンススクール 

「ジグススタジオ」の出演も決定。FC 大阪のハーフタイムショーを担当している 

チーム他やいろいろなチームの出演を予定しています。 

  

 ② こどもフリーマーケット 
   【日 時】12 月 2 日（土）10：00～15：00 

   【場 所】うめきたガーデン イベント広場 

   【対 象】小学生～中学生 先着 20 組 

   【費 用】出店料無料 

   【内 容】リアルお店屋さんごっこ！使わないおもちゃや古本、手作りカード、歌やゲームのパフォーマンスも OK！食べ物の販売は NG 

         売上の 10％がみどりのサンタ基金となります。 

         こども店長大募集中 ご希望の方は、daiichisedaisin@gmail.com までご連絡下さい。 

 

 ③ リアル謎解きゲーム「みどりのサンタを救え！！」 
   【日 時】12 月 3 日（日）10：00～17：00 

   【場 所】うめきたガーデン イベント広場 

   【対 象】小学生～中学生 

   【費 用】無料 

   【内 容】きみがみどりの伝道師になってみどりの世界を広げよう！ 

 

 ④ スペインからやって来た！1千年オリーブと繋がろうライブ 

【日 時】12 月 2 日（土）14：00～15：00 

   【場 所】うめきたガーデン イベント広場 

   【費 用】無料 

   【内 容】千年オリーブの声を聴いてみよう！ イタリア・ダマヌールで生れた植物音楽のお話（ダマヌール東京アユ） 

千年オリーブの声を共に奏でる音楽家たちの「大地の種」ライブ・キーボードとうた MuCREATOR CHIYO 他 

 

 ⑤ フォークデュオ「ワライナキ」スペシャルライブ 
【日 時】12 月 3 日（日）14：15～14：45 

   【場 所】うめきたガーデン イベント広場 

   【費 用】無料 

   【内 容】みどりの伝道師として数々の「植育」イベントをサポートしているワライナキのスペシャルライブ。 

みんなで楽しく盛り上がりましょう！ 

 

 

(7)連携イベント 
① スノーマンフェスティバル  

【日付】12 月 2 日（土）、3 日（日） 

  今年も 10m のビッグスノーマンがやってくる！大迫力のビッグスノーマンをお楽しみに！ 

12 月 2 日（土） 15：45 頃 梅田コネクトクワイア 

12 月 3 日（日） 15：30 頃 みつばち会吹奏楽団 
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② 大阪グレートサンタラン in 大阪城公園 
【日時】12 月 3 日（日）10：00～15：00 予定 

大阪城公園からたま駅長代理と一緒に 

「たまバス」に乗って「谷町キッズ楽団」がやって来る！ 

 

 

 

 

 

③ 曽根崎警察 交通安全教室 
【日時】12 月 2 日（土）12：30～12：50 

【場所】うめきたガーデン イベント広場 

【対象】小学生 

【費用】無料 

【内容】年末年始に向けた、交通安全対策をクイズ形式で学びます！ 

  
 


