
気候変動の情報コーナー
　　SDGｓや絶滅危惧種の缶バッ
　チづくりなど、クラフトを楽しみ
ながら、地球環境保全について学
びます。

SDGｓボックスづくり、

災害時は、電気や水道やガス
が止まっているかも！
野生動物（イノシシ）と比べ
ながら、どうしたらいいか考
えてみよう。
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わたしたちの暮らしは
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いるのでしょう
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エス・ディー・ジーズ

  千葉商科大 SDGsへの取り組み
日本初 !

創るエネルギーと使うすべてのエネルギーを
2020年度までに同じ量に！
ゼロ・エネルギー・キャンパスに向けて
推進役の学生たちが登場。

自然エネルギー100％大学へ

SDGs・気候変動シンポジウム

SDGs 理解促進セミナー

　2015年、世界中の国々が、2030年までに世界を変革しようとして、持続可
能な開発目標  (Sustainable Development Goals) を決めました。
　このイベントは、できるだけ多くの方々に、SDGsを知ってもらおうと、市民
団体、企業、行政、大学などのパートナーシップのもと、自主的に開催するも
のです。
　120を超える団体と約1万人の来場者が幕張メッセに集結し、世界は今ど
こを目指しているのか、私たちの生活や活動をどのように変えていくべきか
を考えます。　

地球写真展

地球環境教室

SDGｓ吹奏楽団

気候変動適応 防災コーナー

地球ひろばがやってくる。

同時開催

同時開催

地球温暖化バルーンを
もれなくプレゼント

世界の国々と私たち
とのつながりを体感
できます。

JICA東京

さかはし矢波氏（東京フィル
ハーモニー交響楽団所属）率
いる楽団。
トークあり！演奏あり！の
「音楽から世界を知る」
プログラムをお届けしま
す。
国際会議室で 11 時 30 分と
14 時からの 2回公演

SDGｓをわかりやすく解説

みんなで取り組む持続可能な地球

（詳細は裏面参照）

青年海外協力隊など国際協
力の現場からの写真展です。

イオンコーナーでは、子ども
向けワークショップも開催

未来の海に
ついて考え
るゲーム

企業や自治体の
先進的な取組みを紹介

SDGｓへの取り組みは、企業においても
盛んになっています。SDGｓに積極的に
取り組むイオン㈱や木更津市などの先進
的な取り組みを紹介します。

国際交流と SDGs バザー

フェアトレード、ハートフルメッセ

ユニセフをはじめ国際協力活動を行うＮＰＯ
などが集います。

国際関係や福祉関係の団体が、食品や民芸品
などのバザーを行います。

201 会議室　先着各 100 名

開催趣旨



2018

ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
お車でご来場の方は、周辺の有料駐車場をご利用ください。
障害等お持ちの方で、入場に当たりご要望のある場合は事前
に事務局までご連絡ください。

会場案内図

連絡先
エコメッセちば実行委員会事務局

電   話：080-5374-0019　
E-mail：info@ecomesse.com　

http://www.ecomesse.comhttp://www.ecomesse.com
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協 力協 力

後 援後 援

▽（株）幕張メッセ▽北総鉄道（株）▽（一社）ガールスカウト千葉県連盟▽（一社）千葉
県トラック協会▽（一社）千葉県バス協会▽東葉建設（株）▽オーガニックレストラン 
カムー▽ママともぷらす▽フードバンクちば▽（株）シール堂印刷▽イオン（株）
▽（公財）イオン環境財団

▽環境省関東地方環境事務所▽千葉県教育委員会▽千葉市教育委員会▽（一社）千葉
県商工会議所連合会▽千葉県商工会連合会▽千葉商工会議所▽市原商工会議所▽千
葉市観光協会▽幕張新都心まちづくり協議会▽（株）幕張メッセ▽読売新聞社千葉支
局▽千葉日報社▽朝日新聞千葉総局▽毎日新聞社千葉支局▽東京新聞千葉支局▽日
本経済新聞社千葉支局▽産経新聞社千葉総局▽時事通信社千葉支局▽共同通信社千
葉支局▽千葉県ケーブルテレビ協議会▽（株）ベイエフエム

▽（一社）千葉県産業資源循環協会▽（一社）千葉県経済協議会▽東京ガス（株）千葉支
社▽千葉銀行▽京葉銀行▽千葉興業銀行▽生活協同組合コープみらい▽千葉県生活
協同組合連合会▽（株）ベイエフエム▽（一社）千葉県環境保全協議会▽（株）伊藤園
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SDGｓ理解促進セミナー

10 時 30 分～ 11 時　「市民から見た SDGｓ」  　
　　　　　　　　　　　～ SDGs 時代に求められるパートナーシップ～
　　　　　　　　　　　　星野智子　
　　　　　　　　　　　一般社団法人 環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議副代表理事

11 時～ 11 時 30 分　Dive　into the　Dominican ～ SDGs メガネで何が見える？～
　　　　　　　　　　　　山田　優　　
　　　　　　　　　　　青年海外協力隊 ( 派遣国 : ドミニカ共和国　職種 : 環境教育 )

11 時 30 分～ 12 時　「企業による SDGs 活用と関係者との連携」
　　　　　　　　　　　　笹谷秀光　　
　　　　　　　　　　　伊藤園・顧問／千葉商大経済研究所一般客員研究員

国際会議場 2 階  201 会議室

SDGｓ・気候変動シンポジウム
国際会議場 2 階  201 会議室

本事業は左記財団の助成を受けています。

本事業は公益信託地球環境保全フロン対策基金の助成を受けています。
主催：（特非）環境パートナーシップちば

（敬称略）

13 時～ 13 時 30 分
　　　○基調講演　　　
　　　　　持続可能なエネルギー社会へ
　　　　　～挑戦　自然エネルギー 100％大学～　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉商科大学学長　　原科 幸彦
13 時 40 分～ 15 時
　　　○パネルディスカッション　
　　　　　SDGｓと気候変動　～みんなで取り組む持続可能な地球～
　　　　パネリスト　　（企業）・金丸治子　　　ｲｵﾝ株式会社ｸﾞﾙｰﾌﾟ環境・社会貢献部長
　　　　　　　　　　　（市民）・田中優　　　　「未来バンク事業組合」「天然住宅バンク」理事長
　　　　　　　　　　　（行政）・生駒昌弘　　　千葉県環境生活部次長
　　　　　　　　　　　（大学）・原科幸彦　　　千葉商科大学学長
　　　　　　　　　　　（国際）・中本岩郎　　　青年海外協力隊（派遣国 : エクアドル、職種：環境教育）
　　　　ファシリテーター　　・石井雅章　　　神田外語大学　言語メディア教育研究センター長　 （敬称略）


