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横浜市は「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」として、「環境を軸に、経済や文化・芸術による新たな価

値・賑わいを創出し続ける都市の実現」をビジョンに掲げ、市民・企業等と連携した様々な取組を

進めています。   

この一つとして、ヨコハマＳＤＧｓデザインセンターは、８月を中心に、市内のビジネス・アー

ト・エンターテインメントなどあらゆるジャンルの様々なイベントを通じ、学びながら、楽しみな

がらＳＤＧｓを体感できるキャンペーンを展開します。８月とその前後の期間にわたって開催され

る様々なイベントを通じ、賑わいの創出やまちの魅力向上を図るとともに、より多くの方々にＳＤ

Ｇｓを理解していただく機会を提供します。 

開催概要について、主催者であるヨコハマＳＤＧｓデザインセンターが記者発表しましたので情

報提供します。 

 

 

＜イベント一覧＞ 

①「若葉台オンデマンドバス実証実験」（７月 11 日～８月９日） 

②「海洋都市横浜うみ博 2019」（７月 20 日、21日） 

 ③「環境絵日記こどもサミット」＋「ヨコハマＳＤＧｓアイデア博」（８月１日） 

 ④「日経ＳＤＧｓフォーラム 特別シンポジウム ＳＤＧｓ未来都市・横浜の挑戦」（８月２日） 

 ⑤「みなとみらいスマートフェスティバル 2019」（８月２日） 

 ⑥「みなと横浜 ゆかた祭り 2019」（８月２日～18 日） 

 ⑦「下水道展‘19 横浜」（８月６日～９日） 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

（SDGs 未来都市に関すること） 

温暖化対策統括本部 ＳＤＧｓ未来都市推進課長       髙橋 知宏         Tel 045-671-3901 

（ヨコハマＳＤＧｓ体感月間に関すること） 

ヨコハマ SDGs デザインセンター                  e-mail：https://yokohama-sdgs.jp/contact 

令 和 元 年 ７ 月 ５ 日 
温 暖 化 対 策 統 括 本 部 
Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 未 来 都 市 推 進 課 

 
ＳＤＧｓを学ぶ・楽しむイベントが続々開催 
ヨコハマＳＤＧｓ体感月間がスタート！ 

～参加イベントも随時募集～ 



SDGsを学ぶ・楽しむイベントが続々開催
ヨコハマSDGs体感月間がスタート！

～参加イベントも随時募集～

ヨコハマSDGsデザインセンター※は、８月を中心に、市内のビジネス・アート・エンターテ
イメントなどあらゆるジャンルの様々なイベントを通じ、学びながら、楽しみながらSDGsを体
感できるキャンペーンを展開します。８月とその前後の期間にわたって開催される様々なイベン
トを通じ、賑わいの創出やまちの魅力向上を図るとともに、より多くの方々にSDGsを理解して
いただく機会を提供します。詳細は各イベントのHPをご覧いただくか、掲載している連絡先に
お問い合わせください。また、参加イベントも随時募集します。

■お問合せ先
ヨコハマSDGsデザインセンター（担当：麻生）
contact@yokohama-sdgs.jp
問合せフォーム https://yokohama-sdgs.jp/contact

※

「SDGs未来都市・横浜」の実現を目指し、環境・経済・社会的課題の統合的解決を図る、横浜型「大都市
モデル」の創出に向け、多様な主体との連携によって自らも課題解決に取組む中間支援組織

NEWS RELEASE

報道関係者各位 令和元年7月５日
ヨコハマSDGsデザインセンター

環境絵日記こどもサミット＋
ヨコハマSDGsアイデア博【同時開催】

■場所 横浜メディアビジネスセンター1F
「ハーバーズダイニング」
(横浜市中区太田町2－23)

■概要 環境絵日記に参加した子ども達によるSDGs討論
会及びデザインセンター会員の事業者・市民活動
団体からSDGs達成に向けたアイデア・アクショ
ンの紹介

■主催・問い合わせ先
ヨコハマSDGsデザインセンター
https://yokohama-sdgs.jp/

8月1日(木) 11:00～17:00

日経SDGsフォーラム特別シンポジウム
SDGs未来都市・横浜の挑戦

■場所 ランドマークホール
(横浜市西区みなとみらい２－２−１
ランドマークプラザ５F)

■概要 市内外企業、学識経験者による基調講演、
パネルディスカッション

■主催・問い合わせ先
日本経済新聞社
https://events.nikkei.co.jp/15829/
E-mail: sdgs-f@nex.nikkei.co.jp
TEL 03-6812-8693（受付/9:30～17:30土日祝は除く)

8月2日(金) 10:00～17:00

海洋都市横浜うみ博2019
■場所 大桟橋ホール（大さん橋国際客船ターミナル内）

（横浜市中区海岸通り1-1-4）
■概要 資源開発、魚や生き物、レジャー、環境保全、船

舶など多彩な海の魅力と可能性を知り、触れ、学
び、海への関心や、理解が深まる、親子で楽しめ
る体験型イベント

■主催・問い合わせ先
海洋都市横浜うみ協議会 http://umihaku.jp/
TEL：045-663-9151

7月20日(土)、21日(日) 10:00～17:00

若葉台オンデマンドバス実証実験
■場所 若葉台地区及び近隣施設
■概要 ヨコハマSDGsデザインセンターが一般財団法⼈

若葉台まちづくりセンターおよび
MONET Technologies 株式会社と連携して、誰
もが「住みたい」「住み続けたい」と思えるまち
の実現に向け、郊外部の大規模団地で進める
オンデマンドバスの実証実験

■主催・問い合わせ先
一般財団法⼈若葉台まちづくりセンター
TEL 045-921-3361

7月11日(木)～8月9日(金) 7:00～20:00
※7月27日（土）のみ運休

■イベント一覧

https://yokohama-sdgs.jp/contact
https://yokohama-sdgs.jp/
https://events.nikkei.co.jp/15829/
mailto:sdgs-f@nex.nikkei.co.jp
http://umihaku.jp/


下水道展’19横浜
■場所 パシフィコ横浜 展示ホール/アネックスホール

(西区みなとみらい１－１－１)
■概要 下水道に関する幅広い分野の最新技術・機器等を

展示、紹介や下水道について理解と関心を持って
いただくことを目的とした国内最大規模の展示会

■主催・問い合わせ先
公益社団法⼈ 日本下水道協会
https://www.gesuidouten.jp/top/index/
TEL：03-6808-9380

8月6日(火)～9日(金) 10:00～17:00

みなと横浜 ゆかた祭り2019
■場所 各イベントによって異なります
■概要 期間中、対象施設でゆかた(甚平)を着ているだけ

で様々な割引・特典が受けられるキャンペーンを開催
■主催・問い合わせ先

みなと横浜ゆかた祭り2019実行委員会
TEL：03-3447-5454

8月2日(金)~18日(日)

ヨコハマSDGsデザインセンターでは、参加イベントを募集しています！
■対象イベント 市内で行われる屋内外の事業（イベント、フォーラム、シンポジウムなど）
■開催日 令和元年８月及び前後の期間で開催されるもの
■連携方法 ウェブサイトなどの媒体を活用して、事業の広報など側面支援を行います
■応募条件 ①SDGsの達成を目指す、または、寄与するイベントであること

②ヨコハマSDGsデザインセンターの活動主旨にご賛同いただけること
■応募方法 ヨコハマSDGsデザインセンターの問合せフォームからお申込みください

（問合せフォーム）https://yokohama-sdgs.jp/contact

みなとみらいスマートフェスティバル2019
■場所 みなとみらい21 地区 臨港パーク・耐震バース

※耐震バースは花火観賞のみ
※臨港パーク及び耐震バースは全エリア有料会場
です。入場券のない方は入れません。

■概要 「AUN Jクラシック・オーケストラ」による和楽
器演奏。音と光で夜を彩る「花火の打上げ」他
※天候状況により、一部内容変更又は中止等の可
能性があります。

■主催・問い合わせ先
みなとみらいスマートフェスティバル実行委員会
https://www.mmsf.jp/
TEL 045-227-0794（受付/10：00～17：00）

8月2日(金) 18:30～20:00

日 月 火 水 木 金 土

7/７ 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 8/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

若葉台オンデマンドバス実証実験

うみ博2019

環境絵日記
こどもサミット
ヨコハマSDGs
アイデア博

日経SDGsフォーラム

スマートフェスティバル2019

若葉台オンデマンドバス実証実験

若葉台オンデマンドバス実証実験

うみ博2019

若葉台オンデマンドバス実証実験

若葉台オンデマンドバス実証実験

下水道展’19横浜

※27日運休

募集！

■イベントカレンダー

みなと横浜ゆかた祭り2019

みなと横浜ゆかた祭り2019

みなと横浜ゆかた祭り2019 ※18日まで

https://www.gesuidouten.jp/top/index/
https://yokohama-sdgs.jp/contact
https://www.mmsf.jp/
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