
SDGs に取り組む企業やNPO、大学･学校、市町村のブースが出展！
ワークショップや限定記念品がもらえるSDGsスタンプラリーを開催！
来場者･出展者によるブース投票やMy SDGs 宣言の募集を実施！

広報大使：SDGs 伝導師ノア

LIVE 全てのステージイベントはオンラインでも視聴できます

in Aichi Sky Expo

日本最大級の SDGs 推進フェア

SDGs AICHI EXPO 2021

事前入場登録＆詳細情報は公式サイトへ！ https://sdgs-aichi.com/

SDGs をビジネスに活かすヒント
になる講演やセミナーを多数開催

※イベントの詳細は
　裏面をご覧ください

※出展者情報等は公式サイトをご覧ください

SDGs をみんなの手で

協賛：

後援： 内閣府、中部経済連合会、名古屋商工会議所、中日新聞社、中部経済新聞社、CBC テレビ、東海テレビ放送、メ～テレ、中京テレビ放送、テレビ愛知、CBC ラジオ、東海ラジオ放送、エフエム愛知、ZIP-FM
主催：SDGs AICHI EXPO 実行委員会

FRI2210/ SDGs を楽しみながら学び、体感
できるステージイベントを開催SAT2310/

開催テーマ

協力：

「地球･まち･ひとが共生できる社会へ」
～多世代パートナーシップでつくる SDGs あいち～

FRI22 SAT2310/
2021

10:00～17:00（9:30 開場）
開催日時

開催場所 愛知県国際展示場

開催日ごとに事前入場登録が必要です入場無料

愛知県常滑市セントレア５丁目１０番１号（名鉄中部国際空港駅から徒歩 5 分）

エシカル&フェアトレード
ファッションショー茂木 健一郎 氏

開催記念講演
渡邉 美樹 氏
特別講演

吉高 まり氏
特別セミナー 笑って学ぼう！

よしもとSDGs ステージ
うんこ先生の
防災ショー

「コロナ禍における水災害対策に関する国際シンポジウム」
「中部国際空港における水素の利活用について」
「水素エネルギー利用拡大に向けた NEDO の取組み」

その他
開催内容

「中部 ESD 拠点  SDGsフォーラム2021 秋」
「劇団シンデレラ  SDGs ミュージカル」
「SDGs ユースセッション」

その他
開催内容

「あいちの農林水産フェア」
も同時開催！

オズワルドオズワルド
次長課長
河本準一
次長課長
河本準一



in Aichi Sky Expo

日本最大級の SDGs 推進フェア

SDGs AICHI EXPO 2021

10:00～11:30

SDGs AICHI EXPO 実行委員会 会長

大村 秀章

SDGs と社会全体の関わりや、先進企業の実践事例、企業経営への
SDGs の実装など、未来のビジネスに役立つステージイベントを開催。

SDGs を楽しみながら学び、体感できるステージイベントを開催。
若者を含めた様々な主体の SDGs の取組みを知ることができます。

「多様性を包摂して、持続可能な共生を
生み出す脳のすばらしい仕組み」

オープニング式典

11:30～12:30

ワタミ株式会社 代表取締役会長 兼 社長

渡邉 美樹 氏

中部国際空港株式会社　地域共生部　事業調整グループ長 神田 幸信 氏

政策研究大学院大学教授・
HELP コーディネーター

廣木 謙三 氏（ファシリテーター）

水災害・リスクマネジメント国際センター
（ICHARM）センター長

小池 俊雄 氏（基調講演）

「ワタミグループと 3 つの公益法人とともに
  紡ぐワタミモデル ～ SDGs の実現の為に～ 」

12:45～14:00

特別講演

特別セミナー

三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
経営企画部副部長
プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト

SDGs へ積極的に取り組む先進企業が登壇し、取組事例などを紹介します。

吉高 まり 氏 ほか

「SDGs 経営セミナー」

10:00～12:00

12:00～12:30

「脱炭素チャレンジカップ 2020」にて「文部科学大臣賞 社会活動分野」を受賞！
子どもたちのミュージカルを通じて SDGs の世界観を多くの方に伝えます。

人気芸人たちが続々登場し、SDGs クイズや SDGs 漫才
などを通じてご来場の皆様と一緒に笑い、楽しみながら
SDGs を体感できるお笑いステージを実施します。

基調講演後のパネルディスカッションでは、国内･国外（オンライン参加）の専門家と
共にコロナ禍での水災害への対応策や必要な準備などについて考えていきます。

国連地域開発センター（UNCRD）・水と災害に関するハイレベルパネル（HELP）

「中部ESD拠点 SDGsフォーラム2021 秋」
基調講演（テーマ：文化と SDGs）、他

「劇団シンデレラ  SDGs ミュージカル」
 『天使が町にやってきた ～SDGs～』

13:30～14:15

「笑って学ぼう！よしもとSDGs ステージ」

SDGs に取り組む小学生・中学生・高校生・大学生によるユースセッションを開催。
それぞれの取組を発表するとともにディスカッションを行い、
未来を担う若者たちの SDGs アクションを伝えます。

シリーズ累計 400 万部の大ヒット書籍「うんこ漢字ドリル」
でおなじみの「うんこ先生」がステージに登場！
ご来場の皆様と一緒に SDGs を学びます。

12:30～13:15

「うんこ先生の防災ショー」
～うんこ先生と学ぶ SDGs～

15:30～16:45

「SDGs ユースセッション」

フォーラム

ミュージカル

お笑いステージ

ステージイベント

セッション

16:45～17:00 エンディングセレモニー

for BUSINESS
ステージイベント

for FAMILY
ステージイベント

オープニングセレモニー

開催記念講演

愛知県知事 総合地球環境学研究所 所長
京都大学 前総長

FRI2210/ SAT2310/

14:15～15:45 国際会議

「コロナ禍における水災害対策に関する国際シンポジウム」

人がつむぎ、糸が奏でるファッションショーとお話。
「フェアトレード」の手仕事 ＆ 「尾州」伝統の織物産業。　
衣装：ピープルツリー / シサムコウボウ / ほほほ / Kion Studio　
音楽：アンジェロ・アクイリーニ（アコーディオン）& 望月雄史（ギター）
（消費者庁令和３年度地方消費者行政に関する先進的モデル事業による委託事業）

14:15～15:15

「エシカル &フェアトレードファッションショー」
～世界に優しく、地域に楽しく、自分に美しく～

ファッションショー

15:45～17:00 水素シンポジウム

「中部国際空港における水素の利活用について」

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
スマートコミュニティ・エネルギーシステム部
燃料電池・水素室長　ストラテジーアーキテクト 大平 英二 氏

「水素エネルギー利用拡大に向けた NEDO の取組み」

※ステージイベントの内容は予告なく変更することがあります。

会場
アクセス

名鉄名古屋駅

名鉄中部国際空港駅

最速 28 分（名鉄常滑線）

徒歩 5 分

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

N
中部国際
空港駅

Aichi Sky Expo
会場入口

ホール
A

SDGs AICHI EXPO
会場入口

Aichi Sky Expo会場入口

LIVE 全てのステージイベントはオンラインでも視聴できます
「SDGs AICHI EXPO 2021」は新型コロナウイルス感染防止に向けた万全な対策を行うとともに、省資源化やカーボンオフセットの実施など、環境に配慮したイベントとします。

脳科学者
屋久島おおぞら高等学校 校長 茂木 健一郎 氏 

山極 壽一 氏 

次長課長 河本準一
オズワルド ほか

※同時通訳あり


