秋
2022.11.05 （土）、 06 （日）
10:00 ‐ 18:00
秋

～国際協力・多文化共生からのアプローチ～

みんなでつながる

学びでつながる

お買物でつながる

主催 ： よこはま国際協力 ・ 国際交流プラットフォーム運営委員会 SDGs よこはま CITY プロジェクト
〈構成団体〉 横浜 NGO ネットワーク /JICA 横浜 / 神奈川大学 / 公益財団法人横浜市国際交流協会 （YOKE）

全プログラム参加無料！！

オンライン

リアル
10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 18:00

11/5
（土）

・NGO/NPO オンラインプログラム
（15 団体 30 以上のオンライン講座、
ワークショップなど）
・CITY 秋チャンネル
（youth 企画、インフォメーション、
相談コーナー）

11/6
（日）

https://sdgs-yokohama-city.org/

3010 教室にて開催

こちらの QR コードからでも
お申し込み可能です！
皆様のご参加お待ちしてます♪

・会場ライブ配信
約 10 団体の

10:00 ～ 17:00

・フェアトレード品などの

・CITY 秋チャンネル
（youth 企画、インフォメーション、
相談コーナー）

（オンラインと終了時間が
異なりますのでご注意
ください︕︕）
★神奈川大学みなとみらい祭

オンラインプログラムの参加申込は、
公式ホームページから↓（リアルは申込不要）

グッズ販売
・パンフレット配布
・活動紹介

SDGs よこはま CITY
公式キャラクター
「さすてぃん」

SDGｓについて楽しみながら学ぶための企画を
たくさんご用意しています！
このイベントを通して、 今の私達が未来のため
↑SDGs よこはま CITY YOUTH チーム

に出来る事を一緒に考えてみませんか？

インスタグラム公式アカウントも

今回、 神奈川大学みなとみらい祭の会場では

ぜひご覧ください♪

グッズ販売も行っています♪こちらもオンライン

# 一緒に学ぼう #SDGs # 私達に出来る事 イベントとあわせて、 ご参加お待ちしてます！

【お問い合わせ先】
よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム運営委員会事務局 （特活）横浜 NGO ネットワーク
Email : sdgs-y-city@yokohama-c-plat.org

TEL: 045-662-6350

横浜市中区新港 2-3-1 JICA 横浜

秋
～国際協力・多文化共生からのアプローチ～

プログラム実施団体

参加方法
（予定）

【主催プログラム】10:00-18:00 (Web にて団体毎の
CITY 秋チャンネル

実施時間をご確認ください。）

神奈川大学みなとみらい祭チャンネル・その他
【登録団体】（予定）

NPO イランの障害者を支援するミントの会
特定非営利活動法人 ふれんどしっぷ ASIA

NPO 法人 JECK 国際協力専門家コンサルティング
NPO 法人 シニアボランティア経験を活かす会

外国人住民基本法の制定を求める神奈川キリスト者
連絡会（略称：神奈川外キ連）

神奈川県歯科医師会

特定非営利活動法人 LOOB JAPAN

特定非営利活動法人 国際協力 NGO 風の会
特定非営利活動法人 地球の木

特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン
特定非営利活動法人 光の子どもたちの会
認定 NPO 法人 WE21 ジャパン

認定 NPO 法人 開発教育協会（DEAR）
野毛坂グローカル

ワンワールド・ワンピープル協会 (OWOP)

NPO 法人 日本・バングラデシュ文化交流会
NPO 法人 リンクトゥミャンマー
【協力団体】

青年海外協力隊神奈川県 OB 会（KOCV）
…グッズ販売 （＠神奈川大学）
…チラシ・パンフレット配布（＠神奈川大学）
…リアル開催のみ

神奈川大学みなとみらい祭
サテライト企画開催！ 3010 教室

①

公式 Web（表ページに URL・QR コード掲載）でプログラムの

②

参加登録（無料）をすると全てのプログラムに入れるパス

③

スケジュールをご確認ください。

ワードが発行されます。当日申込もできます。

お好きなプログラムを自由にお楽しみください。出入り自由。

【2】リアルプログラム

神奈川大学みなとみらい祭 3010 教室の会場に直接お越しください！
事前申し込み不要。参加自由。

SDGs よこはま CITY とは？
ICT を活用し、継続的に SDGs・国際協力・
多文化共生を推進するためのしくみです。

コロナ禍前に開催されていた「よこはま国際

フェスタ (1997-2019 年 )」、「よこはま国際フォ

ーラム (2010-2020)」を発展させてより未来志向で、

持続的なアプロー チにより新しい時代のプログラムを

目指します。SDGｓを国際協力と多文化共生の視点から考えます。

イベントだけでなく常時、動画コンテンツや情報を公開し、SDGs に

関心の ある人たちが相互に共感しあい、SDGs にみんなで取り組んで
いく場を 作っていくことを目指します。どうぞお楽しみに♪

イベントタイトルに込めた思い
★ 「よこはま」から発信
★ 「CITY」の思い

C：Community I：International T：Transformation Y：with You
2022 年度は、年 3 回開催！
次回以降の予定：「CITY 冬」2023 年 2 月
「SDGs 勉強会」・「SDGs カフェ」も随時開催しています。
〒220-8739 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-5-3
みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩約 6 分
みなとみらい線「新高島駅」より徒歩約 4 分
JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩約 12 分
JR・東急東横線・京浜急行・相鉄本線・横浜市営地下鉄
「横浜駅」より 11 分
【会場】
神奈川大学
みなとみらい
キャンパス

AOKI

BMW

←新高島駅

リアルプログラム
会場アクセス
みなとみらい駅
MARK IS
けやき通り

◎教室のご案内
みなとみらいキャンパス、
3 階の 3010 教室で実施
します！エスカレーターで
3 階に向かい、そのまま
まっすぐ進んで突き当た
りを左に会場があります。

いちょう通り

◎メッセージ
新しくも盛りだくさんなプログラム実施に向け、
準備を進めて参りました。キラキラしたキャン
パスで、新たな「学び」、得ませんか？
◎内容
NGO/NPO のフェアトレード品やグッズの販売
パンフレットや資料の配布・活動紹介

【1】オンラインプログラム

ランド
マーク
タワー

ウェスティン
ホテル

桜木町駅

