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###

###

###

15:30 – 17:00

JICA海外協力隊ｘSDGｓ＝

「多文化共生＋地域＋行動」

15:30 – 16:30

Heal the world

/ Shaylee Mary
###

16:00 – 17:00

お菓子でカンボジアの

子どもの未来を創る
###

13:00 – 16:00

キャリア相談

15:10 – 17:10

ＹＯＫＥ地球市民講座

　第二部

13:00 – 15:00

ＹＯＫＥ地球市民講座

第一部 14:00 – 15:00

ダンスから知るエチオピア

 見て楽しい、踊るともっと楽

しいエチオピアンダンス・

ワークショップ

13:00 – 14:00

JICA X 企業：

バングラデシュでの

自転車型浄水装置の現地化

13:00-14:00

私たちが参加することで

世界を変えよう

〜大学生が取材を通して考え

るジェンダー課題とは〜

14:00 – 14:45

ブラジル料理教室〜料理がつ

なぐ、日本とブラジル###

### 17:00 – 17:30

「グリオが奏でるセネガル」

アフリカルチャーfeat. サリウ・ニング

&ママ・ンジャイ

###

14:00 – 16:00

ボーダレスカフェfromカナ

ガワ×SDGsよこはまCITY

14:00 – 14:30

「セルビアと2030年のアジェンダ」 神奈川

大学大学院　外国語学研究科　博士前期課程

アンジェラ　ビシェヴァツ（セルビア出身）

14:00 – 15:00

横浜市国際平和講演会

〜オンライン開催〜

※参加登録不要です。

HP上で閲覧できます

14:00 – 15:00

カンボジアの食事を

覗いてみよう

###

11:00 – 12:00

カンボジアの人々の暮らし

11:00 – 11:40

 インドネシア・バリ島ダンスで

肩こり解消

〜バリ島の文化を体験しながら

オンライン疲れを解消しましょう

11:00 – 11:45

しあわせのコーヒー

〜北タイから

11:10 – 11:55

世界の不思議発見　第2部

〜横浜とインドの関係を知ろ

う〜 11:10 – 12:40

先生たちの見た多文化共生

10:00 – 11:00

国際協力業界の全体像と

キャリアパス

11:00 – 12:00

グループキャリア相談

10:00 – 11:00

世界の不思議発見  第1部

〜JICA研修員と交流しよう〜
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###

10:30 – 12:00

「SDGs PBLプログラム

実践発表」

神奈川大学国際寮

栗⽥⾕アカデメイア入寮学生

###

###

###

###

### 15:00 - 15:50

「SDGsと国際観光 〜交流と相互理解」

神奈川大学　国際日本学部

国際文化交流学科

准教授　鈴木　幸子
15:00 – 16:30

横浜市国際局人権座談会

「コロナ禍の外国人に聴く」

15:00 –

スリランカ・カレー作り・・

SDGS体感、

スリランカ生活！

###
13:00 – 13:45

森育ちの

しょうがパウダーカフェ###

SDGsよこはまCITY プログラム表
目盛りは15分

間隔です。

参考程度と

してください

プログラムの時刻は、各プログラムの一行目に記載している時刻をご確認下さい。

左端の時刻目盛りは15分間隔のため、10:10開始の場合、10:15の欄に配置しています。

参考程度として下さい。

正確な時刻はこちらです

10：00

10：30

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

11：00



ブース中継
JICA横浜から３団体のブースを中継！

直接お話ができるチャンスです！

アサンテ
認定NPO法人

WE21ジャパン

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

国際連合世界食糧計画

WFP協会

国際連合食糧農業機関

駐日連絡事務所

　　NPO法人

シニアボランティア

経験を活かす会

10:00 10:00

:30 :30

11:00 11:00

:30 :30

12:00 12:00

:30 :30

13:00 13:00

:30 :30

14:00 14:00

:30 :30

休憩

15:00 15:00

:30 :30

16:00 16:00

:30 :30

17:00 17:00

:30 :30

特定非営利活動法人

JUNKO Association

認定NPO法人

世界の医療団

特定非営利活動法人

地球の木
野毛坂グローカル

ノット・フォー・

セール・ジャパン

特定非営利活動法人

ふれんどしっぷASIA
横浜YMCA

特定非営利活動法人

 ロオブ ジャパン

ワンワールド・

ワンピープル協会

10:00 10:00

:30 :30

11:00 11:00

:30 :30

12:00 12:00

:30 :30

13:00 13:00

:30 :30

14:00 14:00

:30 :30

15:00 15:00

:30 :30

15:50-16「海外支援や国内の活動の紹介」

16:00 16:00

:30 :30

17:00 17:00

:30 :30

18:00 18:00

16:00-17:00

国連ウィメン日本協会よこはま

17:00-18:00

NPO法人 JECK

国際経協力専門家コンサルティング

サイドイベント - 地域の団体とのつながり -

オンラインブース

10:30-16:00

14:00-15:00

「シサムコーヒー、バアヤン村

の生産地に行ってみよう！」

オンラインブース

10:30-16:00

11：00-12：00

「森育ちのしょうがパウダーの

生産地に行ってみよう！」

オンラインブース

10:30-16:00

10:00-11:00

「Asante!活動報告」

13:00-13:45

「「わたしのおくすり手帳」のはなし　多言語版おくすり手帳とは？」

共生のまちづくりネットワークよこはま

14:00-14:45

「SDGｓ達成に向けた熱帯林の役割と国際熱帯木材機関（ITTO）の取組」

国際熱帯木材機関

15:00-15:45

「ブラジルの格差社会　～どこで生まれた子どもでも平等に教育を」

特定非営利活動法人　光の子どもたちの会

10:30-12:30

シニアの挑戦

「国際協力の現場を語る」

11:00-12:20

「貧困と飢餓～コロナ禍で直面

する世界の課題～」

オンラインブース

10:30-12:00

14:00-15:00

「NGO風の会 活動紹介　～難しいか

らやってみる、面白いから挑戦する

～」

オンラインブース

15:00-16:00

11:00-12:00

「FAOと世界の食料・農業事

情」

15:00-16:00

「しあわせのコーヒー

～北タイ山岳民族の村から」
15:00-17:00

「命の水プロジェクトを

スリランカの村から中継」

15:30-16:00  海外留学や海外ボランティアに興

味のある学生、お話しましょう！

16:00-16:30  横浜18区の魅力をキャラクターで

発信！身近な地域が好きになる取り組みを考える

16:30-17 「Who am I? ～今の自分に影響を与えた人・も

の・こと について一緒に話しませんか～

13:30～15:30

オンラインブース

14:00-15:40

「人身取引って、なんですか？ ②」

（私たちの性と人身取引）

＊Zoomオープン：14:00

＊セミナー：14:10～15:10

＊質問・雑談タイム：15:10～15:40

14:00-14:45

「LOOB草の根フェアトレード

～お買い物でできる国際協力～」

10:30-16:00

（セミナー開催以外の時間）

オンラインブース

13:00-15:00

オンラインブース

13:00-13:15「理事長挨拶」

「海外支援や国内の活動の紹介」

13:00-13:30

高校生とSDGs

オンラインブース
13:30-14:00 「カンボジアの

クラフト生産者たちの紹介と販売」

13:30-14:00  オンラインUNDOUKAI

をしてみたら　～高校生にもできること～

14:00-15:00

「世界の医療団活動紹介

（ロヒンギャ難民コミュニティ

支援プロジェクト）」

14:00-15:30

「トークイベント:

「多文化共生の地域づくり」

～聖瞾（せいしょう）さんに聞いてみよ

う！外国につながる子どもたちの

教育と進路～　」

14:00-14:30

LGBTをカミングアウトしてみたら

14:30-15:00  地方で働くということ

　ｘ　海外で働くということ

オンラインブース

10:00-18:00

（休憩12:30-13:30）

15:00-15:30  学生時代に取り組んだ国際協力 ～

ラオス、パラグアイ、ネパール、、、、～

17:00-17:30

協力隊を目指す人、一緒に話そう

17:30-18:00

 まちに対話の場をつくろう！

18:00-   公開反省会 ～みんなで話そう～ ピッチ登壇者も訪問者もみんな歓迎

オンラインブース

10:00-18:00

（休憩12:30-13:30）

10:00-10:30     青年海外協力隊だから

こそできる！起業のススメ！
10:00-11:40

「人身取引って、なんですか？ ①」

（子どもの権利と人身取引）

＊Zoomオープン：10:00

＊セミナー：10:10～11:10

＊質問・雑談タイム：11:10～11:40

10:00-11:00

「スリランカ・カレー作りをチャ

リティレストランから中継」
10:30-11:00     日常では語れない！地

域活動～ぶっちゃけ編～

10:30-16:00

オンラインブース

11:00-12:00

「世界の医療団活動紹介（ハウジン

グファースト東京プロジェクト）」

11:00-11:30   商店街を面白くしよう～

和田町で学生が取り組んでみた～

11:00-11:45

 「コロナ禍におけるLOOB活動報告

～日比交流のオンライン化～」

11:00-15:00

オンラインブース

11:30-12:00 横浜の商店街を盛り上げたい ～居

心地の良さについて、学生なりに考えてみた～

10:30-16:00

（セミナー開催以外の時間）

オンラインブース

オンラインブース
12:00-12:30  フィリピンと横浜のゴミ

を考える　～フェリス大生の思い～

12:30-13:00  海外に行って感じた考え

方の気づき　～ラオスの経験をもとに～

11:00-12:20

「ライブ配信！

～タイ・現地プロジェクトサイ

トから～」

18:00 18:00

16:00-16:45

「タイのアカ族の方々についてのプレゼンテーションとクイズ」

関東学院大学　シグマソサエティ

ミニセミナー

45分間のセミナーを6 団体がリレー！

同じMeeting Roomで続けて視聴できます！

10:00-10:45

「国外・国内の大学を対象としたJECKの国際理解教育の事例」

NPO法人 JECK　国際経協力専門家　コンサルティング

11:00-11:45

「イランと日本の生活の違いは何？モハメッド氏とZOOMで楽しもう？」

NPO　イランの障害者を支援するミントの会

～休憩～

10:00-10:30  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

10:30-11:00

国連ウィメン日本協会よこはま

11:00-11:30   NPO法人 JECK

　国際経協力専門家コンサルティング

休憩

12:30-13:15

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

13:15-14:00

国連ウィメン日本協会よこはま

14:00-14:45

NPO法人 JECK

国際経協力専門家コンサルティング

15:00-16:00

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

サイドイベントではNPO/NGO、国際機関の２３団体とつながれます！

ブースやセミナーに是非お立ち寄りください！ちらっと覗いてみるのもＯＫですよ♪

お話を聞いたり、質問・相談できます！海外中継の企画もありますのでお楽しみに！

オンラインセミナー

セミナー・報告会・ワークショップ

等に参加できます！たくさんのセミ

ナーに参加しましょう☆

オンラインブース

フリーにお話を聞いたり、

質問をしたり、フェアトレード品・

現地物産のお買い物も♪


