日本最大級の SDGs 推進フェア

SDGs AICHI EXPO
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10/

in Aichi Sky Expo
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入場無料

10:00〜17:00
（9:30 開場）

開催日ごとに事前入場登録が必要です

会場

愛知県国際展示場

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）

「あいち発 未来共創パートナーシップ」

〜カーボンニュートラル・ローカル SDGs の実現に向けて〜
10/6 THU〜10/8 SAT

SDGs の取組 PR ブース
企業・NPO・学校・大学・自治体等の取組を PR する
ブースが多数出展。様々な主体の取組を知ると同時に
SDGs 推進の新たなパートナーシップ構築の場になります。
10/6 THU

10/6 THU 〜10/7 FRI

SDGs 経営セミナー

日経 SDGs フェス

SDGs の最新動向や企業の取組戦略、脱炭素経営の最前線など、
ビジネスを取り巻く様々な視点から SDGs を学ぶ講演を開催。

in どまんなか

日本経済新聞社・日経 BP 主催による SDGs カンファレンスを
メインステージにて開催。企業や有識者の登壇者多数。

10/6 THU

10/8 SAT

燃料電池車両の展示・
試乗会 ＆水素セミナー

楽しみながら学ぶ
SDGs イベント

屋外特設会場で水素で走る燃料電池車両を展示し、試乗会を行います。
さらに、会場内サブステージにて水素セミナーを開催します。
※今後、予告なく内容変更の可能性があります。

© ガチャムク

人気キャラクターによるイベントやファッションショー、
ミュージカルなどを開催し、楽しみながらSDGsを学べます。

事前入場登録＆詳細情報は公式サイトへ！
協賛：

詳しくは裏面をご参照ください➡

https://sdgs-aichi.com/
SDGs をみんなの手で

協力：

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

日本最大級の SDGs 推進フェア

SDGs AICHI EXPO 2022 in Aichi Sky Expo
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ステージイベント
for BUSINESS

10:00〜10:05

オープニング

10:05〜11:00

SDGs 経営セミナー

10/
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大村 秀章

氏 ほか

氏

11:30〜12:00

高村 ゆかり

氏

氏

12:15〜13:00

株式会社ウェイストボックス
代表取締役社長

フルーツポンチほか

氏
13:15〜14:15

その他多くの講演を開催いたします。
順次「日経 SDGs フェス in どまんなか」
の公式 Web サイトで発表します。

氏

特別共催イベント

お笑いステージ

「笑って学ぼう！
よしもと SDGs ステージ」

国際連合地域開発センター
所長

遠藤 和重

SDGs ミュージカル

『ぼくこの森に住んでいます』

基調講演

「脱炭素社会における経営戦略」

若山 滋 氏

劇団シンデレラ

東京大学
未来ビジョン研究センター
教授

SDGs 経営セミナー

13:00〜17:00

中部 ESD 拠点 SDGs フォーラム

「中部サステナ政策塾」活動報告
ほか

基調講演

SDG パートナーズ有限会社
代表取締役 CEO

鈴木 修一郎

for FAMILY

建築家

愛知県知事

「SDGsの最新動向と
サステナビリティ戦略」

12:00〜13:00

10:00〜11:15

ステージイベント

特別講演「SDGs と建築文化」

SDGs 経営セミナー

田瀬 和夫

特別共催イベント

8

Keynote speach

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング
株式会社 フェロー
プリンシパル・サステナビリティ・
ストラテジスト

11:00〜12:00

10/

for BUSINESS

10:00〜17:00

「実効性のある SDGs 戦略」

吉高 まり

ステージイベント

エコサイエンスショー

TEAM パフォーマンスラボ
＆ガチャピン・ムックの
サーカスエコロジカル
© ガチャムク

日経 SDGs フェス in どまんなか

日経 SDGs フェス in どまんなか

共生・共創・イノベーションで
実現する社会課題解決

共生・共創・イノベーションで
実現する社会課題解決

14:30〜15:30

ファッションショー

エシカル・ファッションショー
サステナブル＆アップサイクル

人がつむぎ、糸が奏で、優しく循環
司会：原田さとみ（エシカル・ペネロープ）
協賛：株式会社ウェイストボックス

15:45〜16:45

ユースセッション

「SDGs ユースセッション」
県内の中学生・高校生・大学生など未来を担う
若者たちの SDGs アクションを伝えます。

主催：日本経済新聞社、日経 BP

LIVE

主催：日本経済新聞社、日経 BP

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

16:45〜17:00

エンディングセレモニー

※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。

「SDGs AICHI EXPO 2022」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。
来場者参加企画

名古屋グランパス コラボプロジェクト
10/
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あなたの 想い がチカラになる

「フードドライブ」にご協力をお願いします！

受け入れ可能な食品

今日からはじめる SDGs Action

©N.G.E.

©1995 N.G.E.

条件

●レトルト食品（ご飯、カレー、シチュー等）
●賞味期限（要明記）が 2 ヶ月以上
●インスタント食品（カップめん等）●お菓子
●未開封の食品 ●成分表示がある食品
●缶詰（魚、佃煮、フルーツ等）●パスタ、乾麺等 ●常温保存できる食品
●お米（玄米なら古古米まで／精米なら精米日がわかりそれより 6 ヶ月以内）

名鉄名古屋駅

会場
アクセス

「My SDGs 宣言」大募集！ 応募はコチラから！

最速 28 分（名鉄常滑線）
名鉄中部国際空港駅
徒歩 5 分
Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

中部国際
空港駅

SDGs AICHI EXPO 2022 の公式サイトで、皆様からの「My SDGs 宣言」
を大募集！すばらしい宣言は、エンディングセレモニーで発表いたします！
［募集期間：2022 年 8 月 23 日（火）〜10 月 5 日（水）］

N

SDGs AICHI EXPO
会場入口

Aichi Sky Expo

会場入口

ホール
A

Aichi Sky Expo 会場入口

