2013年1月 15日
公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会
〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-30-20 音羽ビル

設立20周年記念

ナショナル・トラスト全 国 大 会
〜100年後の日本のために〜

の開催について

● 開催趣旨
本イベントは、一年に一度、ナショナル・トラスト活動の支援者や全国のトラスト団体、行政関係者、議員、
研究者などが一堂に会して、多くの方にナショナル・トラストの意義を伝え、交流を図るイベントです。

● 今年の注目ポイント
当協会設立20周年の節目となる本大会は、俳優・八千草薫さんのナビゲートによるスライドショーのほか、
ナショナル・トラストの特徴である「土地の取得」に焦点をあてた話題提供、パネルトークなど、盛りだくさんの
内容となっています。
私たちが今目にすることのできる野生の生きものや美しい風景を、100年後の子どもたちにも手渡
すため、多くの方に活動を知っていただく機会にしたいと思います。この度のナショナル・トラスト
全国大会につきまして、貴媒体でご紹介いただけますようお願い申し上げます。
開催概要

■日

時

2013年 2 月 24 日（日） 13:00～

■会

場

学士会館 神保町駅A9出口徒歩1分
（東京都千代田区神田錦町3-28）

■参 加 費
第一部 500円、第二部 4,800円

■主

催

■プログラム
◆第一部 210号室
話題提供

13:00～15:45

土地は大切な財産

「遠方に土地をお持ちの方へ」 出前寄席OB会
「土地にまつわる詐欺事件について」 弁護士 志村和俊氏

スライドショー
「トラストで守られている土地」 ナビゲーター 八千草薫 氏

活動報告

「トラスト活動の今」

天然記念物名水ピンチ
（公財）柿田川みどりのトラスト 会長 漆畑信昭氏

（公社）日本ナショナル・トラスト協会

新しい「トトロの森」のご紹介

■後

（公財）トトロのふるさと基金 事務局長 荻野豊氏

援

パネルトーク

環境省

■協

賛

株式会社竹中工務店
三井住友信託銀行
アムウェイ・ネーチャーセンター
株式会社日本色材工業研究所
Dream World OHATA

「私たちが100年後の日本のためにできること」
NPO法人ツシマヤマネコを守る会 会長 山村辰美氏
しれとこ100平方メートル運動推進本部会長、斜里町長 馬場隆氏
（公財）天神崎の自然を大切にする会 業務執行理事 玉井済夫氏
（公社）日本ナショナル・トラスト協会 事務局長 関健志

◆第二部 302号室
交流会

16:00～17:30

支援企業の皆様への感謝状贈呈 など

ナショナル・トラストとは
多くの市民や企業の皆様からのご寄附やご遺贈により、日本の美
しい風景や野生の生きものの生息地となっている豊かな土地を買
い取り、永久に守っていく活動です。
現在、活動は全国50以上の地域に広がり、9000haの自然地等が
守られています。私たちの協会は、これらの地域の活動と連携をと
りながら、日本のナショナル・トラストを推進する全国組織です。

ホームページにも詳細を掲載しています

http://www.ntrust.or.jp

お問い合わせ先
Tel. 03-5979-8031
Fax.03-5979-8032
oﬃce@ntrust.or.jp

森の番人モモンガ

設立 20周年記念

ナショナル・トラスト全国大会
〜100 年後の日本のために〜

平成 25 年

2 月 24 日（日）13:00

開会

学士会館 210 号室
東京都千代田区神田錦町3-28

神保町駅（三田、
新宿、半蔵門各線）A9 出口より徒歩 1 分

【対象】どなたでもご参加いただけます
【参加費】第一部 500 円、第二部 4,800 円
【主催】公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 【後援】環境省
【協賛】
（株）
竹中工務店、三井住友信託銀行、アムウェイ・ネーチャーセンター、
（株）
日本色材工業研究所、Dream World OHATA

ナショナル・トラスト サポーター
八千草薫さんも参加

ナショナル・トラストは、個人や企業の

〔第一部・210 号室〕

皆様の寄付をもとに、自然や歴史豊かな環

13:00 開会

境を買い取ることで次世代に残す、19 世紀

13:10

に英国で発祥した市民活動です。日本では
1964年に鎌倉で始まり、半世紀を経た今、
50 以上の地域に広がっています。
本大会は、ナショナル・トラストの特徴

土地は大切な財産
遠方に土地をお持ちの方へ 出前寄席OB 会
居住地から遠く離れた森や原野の所有者を狙う悪質商
法など、土地をめぐる問題をわかりやすく取り上げます。
話題提供

土地にまつわる詐欺事件について 弁護士 志村和俊氏
土地所有者等を対象とした詐欺事件について、現状や
相談事例等を解説します。

である「土地の取得」に焦点をあて、100
年先の未来に美しい日本を取り戻すため、
多くの方に活動を知っていただく機会とし

13:40

て開催します。
皆様が今目にすることのできる野生の生
きものや美しい風景を、未来の子どもたち

トラストで守られている土地
八千草薫さんのナビゲートで、国内の美しい自然や風景を
守るトラスト活動をご案内します。
スライドショー

14:00 休憩

にも手渡すため、ぜひご参加ください。

14:10

活動報告

トラスト活動の今

天然記念物名水ピンチ

【会場のご案内】

（公財）
柿田川みどりのトラスト 会長

漆畑信昭氏

新しい「トトロの森」のご紹介

高
都
首

N

学士会館
ロイヤルホスト

【プログラム】

（公財）
トトロのふるさと基金 事務局長

14:50

共立女子大学

神保町駅 A9 出口

会場は神保町駅A9 出口の正面にあります。

荻野豊氏

私たちが100年後の日本のためにできること
NPO 法人ツシマヤマネコを守る会 会長 山村辰美氏
しれとこ100 平方メートル運動推進本部会長、斜里町長 馬場隆氏
（公財）
天神崎の自然を大切にする会 業務執行理事 玉井済夫氏
（公社）
日本ナショナル・トラスト協会 事務局長 関健志
パネルトーク

15:45 閉会

※当日は、東京マラソン開催に伴う交通規制が

〔第二部・302号室〕

敷かれるため、神保町駅 A9 出口のご利用をお

16:00〜17:30
ナショナル・トラスト交流会
支援企業の皆様への感謝状贈呈や各地のトラスト団体からの
近況報告などを予定しています。

すすめします。

（公社）日本ナショナル・トラスト協会について
当協会は、国内のナショナル・トラスト推進の
ため、各地で活動を展開するトラスト団体が集

ナショナル・トラストサポーターのご紹介

まり 1992 年に設立した公益法人です。トラスト

当協会の活動にご賛同いただいている俳優の八千草薫さんがスライド
ショーのナビゲーターとして、また、2007 年ミスワールド日本代表の
渡部累さんが司会者として本大会に参加します。

地の取得の他、寄付・寄贈の際の税制優遇の実
現へ向けて政策提案、活動の普及広報などに取
り組んでいます。

【お申し込み方法】
参加ご希望の方は、下記の必要事項をご記入の上、TEL、FAX、E-mail のいずれかでお申し込みください。
定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

参加ご希望の欄に□を付けてください
ふりがな

□第一部（500 円）

氏名

所属

TEL

住所 〒

□第二部（4,800 円）

※FAX、E-mail でのお申し込みに対する受信完了のご連絡は差し上げません。あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた個人情報は、当協会のプライバシー・ポリシーに基づき、適切に管理します。

（公社）
日本ナショナル・トラスト協会
【お申し込み・お問い合わせ】

TEL：03-5979-8031

〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-30-20 音羽ビル

FAX：03-5979-8032

E-mail：office@ntrust.or.jp

