
• やまなしSDGsカフェは、
• 持続可能なやまなしの未来を⽬指し、
• SDGsに関⼼を持つ⽅が集い、
• 気軽で真⾯⽬に対話を楽しみながら学び合う場を作
ります！



開催⽇は、毎月第３木曜日です。

時間は、18時〜20時。

開催時間は、変更する⽉もあります。

次回開催は、8月18日18時〜。



ショートプレゼン「ぺちゃくちゃ」に参加しませんか？
◆ 「ぺちゃくちゃ」とは？
講演者は、1枚あたり20秒で自動的に切り替わるスライドを
20枚使ってプレゼン！
なぜこの方式にするかというと、長々としゃべって結局何が
言いたいかわからないプレゼンテーションにしないため。
SDGsカフェでは、毎回「ぺちゃくちゃ」の時間をとります。

やまなしSDGsカフェは、
特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなしの事業であ
る、
「やまなしSDGs ぷらっとフォーム◎」に参画しています。
実行委員会は、大学コンソーシアムやまなし、中央市、リ
コージャパン株式会社山梨支社、株式会社マルモ、株式会社
アドヴォネクストで構成されています。
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①マイクロプラスチックストーリー

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）10:00〜11:30
参加費：⾼校⽣以上500円（中学⽣以下無
料）
定員：50名
概要：プラスチック汚染問題にニューヨーク
の⼩学⽣が⽴ち上がる「マイクロプラスチッ
クストーリー僕らが作る2050年」をみんなで
鑑賞し、グループワークでSDGsを⾃分ごとに
しながら楽しく考えましょう。

ファシリテータ：
⼭梨マイクロプラスチック削減プロジェクト
事務局
環境省環境カウンセラー
⼭梨県社会教育委員
桂川・相模川流域協議会代表幹事
⼭梨エコティーチャー



②学校では学べない新しいSDGs授業

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）10:00〜12:00
（出⼊り⾃由）
参加費：無料（親⼦・⼦ども・⼤⼈向け）
概要：不易(昭和から引き継がれている事)
と、流⾏(Z世代の新感覚)で、SDGsを楽しく、
ゲームや対話や映像で学べるマルシェ型の授
業を開催します。
５⼈の先⽣がそれぞれのマルシェでお待ちし
ていますので、ご⾃由に、お気軽にお越しく
ださい。

ファシリテータ：NPO法⼈ 「⼋ヶ岳SDGsス
クール」スタッフ
・⻄森美智 ・杉⼭⼤翔 ・溝⼝⼀康
・⼭⽥照吾 ・丸茂哲雄



③ボードゲーム「Ｇet the Point」体験会

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）10:00〜11:00
参加費：無料
定員：⼩学４年⽣以上、30名
概要：「奪い合い競争する世界」から「持続
させるために協⼒する世界」へ。

2つの世界を経験し、⾃分⾃⾝の経験を⽐
較することで、「持続可能な社会とはどうい
うことか」「なぜ持続可能な社会を作る必要
があるのか（それが⾃分たちにとって何故必
要なのか）」「持続可能な社会を作っていく
ために必要な姿勢やマインド」について、⼩
学⽣から⼤⼈まで、理解を深められます。

ファシリテータ：⽥中 実・久保寺信⼀
SDGs KAI
Get The Point公認ファシリテーター



④ポリ袋でつくる・考える

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）12:00〜13:30
（出⼊り⾃由）
参加費：無料
概要：⽇本では、レジ袋や透明なポリエチレ
ン袋のことをビニール袋と間違って呼んでい
ます。環境負荷が⼤きいビニール袋は、ほと
んど存在しません。ポリ袋でアップサイクル
をしながらポリ袋について考えてみましょう。

ファシリテータ：栗⽥真司・栗⽥果林
⼭梨⼤学⼤学院総合研究部教授
⼤学コンソーシアムやまなし事業部⻑
（http://ucon-yamanashi.jp/）



⑤山梨県エコすごろく＆エコみっけトランプ

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）13:00〜15:30
（出⼊り⾃由）
参加費：無料（親⼦・⼦ども・⼤⼈向け）
概要：豊かな森と⽔の⼭梨県。県内各地で、
未来の世代に豊かな環境を守り、育む為の取
組も多様です。SDGs・環境教育・⾃然共⽣・
温暖化防⽌等をキーワードに⼦供から⼤⼈ま
で、遊びながら楽しく学べるコーナーです。
いつきて、いつ帰ってもいい ⽴ち寄り屋台
⽅式です。

ファシリテータ：⿃屋尾健（とやおたけ
し）
公益財団法⼈キープ協会 環境教育事業部
事業部⻑
⼭梨県地球温暖化防⽌活動推進センター セ
ンター⻑
⼭梨県⽴⼋ヶ岳⾃然ふれあいセンター セン
ター⻑
都留⽂科⼤学 地域社会科 ⾮常勤講師、
ESD-J 理事他



⑥夢の叶え方～SDGsから学ぶ～

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）13:00〜13：50
参加費：無料（親⼦・⼦ども向け）
定員：30名
概要：SDGsは、⼦どもから⼤⼈まで全世界の
共通⽬標ですが、私たちが SDGsのゴールを達
成するには《夢を叶える体質》になることが
ポイントです！⼭梨の歴史を変えた武⽥信⽞
やポールラッシュから夢の叶え⽅を学んで
《どんな夢も叶う体質》になりましょう！！

ファシリテータ：⽥中伊代
お⺟さん⼼理学コーチ
カウンセラー
夢発⾒コーチ
才能発⾒コーチ
県内企業勤務（SDGsキーパーソン）
hIps://iyo.hp.peraichi.com/



⑦国連ができた本当の理由

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）14:00〜15:30
参加費：無料（親⼦・⼦ども向け）
定員：50名
概要：ロシアのウクライナ侵攻が激しさを増
す今、なぜ国連があるのに戦争が起こってい
るのか？疑問に思ったことはありませんか？
1世紀前の第1次世界⼤戦期における国際連盟
の誕⽣から、第2次⼤戦期の国際連合まで、
そして、現在の地球に対する責任など、“国
連”をお⽗さんお⺟さんが働いている“企業”に
例えて、⼩学⽣にも分かりやすい⾔葉で解説
します。

ファシリテータ：後藤貴仁
国連⽀援財団−国連活動啓発を⾏う経済社会
理事会総合諮問資格⾮政府組織に所属
甲府市男⼥共同参画委員会ほかでSDGs講師を
歴任



⑧現役大学生と一緒に山梨県の魅力発見

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）15:00〜15:40
参加費：無料（親⼦・⼦ども向け）
定員：16名
概要：県内の現役⼤学⽣と⼀緒に⼭梨県の魅
⼒を発⾒したり⼭梨の⼤学ではどんなことを
学ぶことができるのか、⼤学⽣と対話をしな
がら、⾊んなものを覗いてみよう！
⼤学⽣と⼀緒に学びを発⾒しませんか？

ファシリテータ：Cafe de 寺⼦屋
全国のカフェで寺⼦屋を開くNPO法⼈/学⽣団
体
⼤学⽣が地域の⼦どもたちの⾃学⾃習をサ
ポート
令和２年度学⽣イニシアティブ事業優秀賞
（https://bit.ly/3mMnZDu）



⑨2030SDGsカードゲーム

実施⽇：2022年8⽉21⽇（⽇）10:00〜12:30
参加費：無料
定員：50名
概要：SDGsって何？
どうしてこんなに注⽬を集めているの？
なぜ今SDGsが必要なの？
といったことをお伝えしながら、壮⼤で意欲
的な⽬標であるこのSDGsを、ゲームを楽しむ
ことを通して体験していきましょう。
SDGsについて、実はあまり知らない、という
⽅から、よく知っている⽅まで、どなたでも
楽しみながら理解を深めていただける内容で
す。

ファシリテータ：井上雅博
hIp://sdgs.adovonext.com
株式会社アドヴォネクスト 代表取締役
農業法⼈ たとみ農園株式会社 代表取締役
2030 SDGs Game 公認ファシリテーター
エンゲージメントカード公認ファシリテー
ター



⑩新聞紙エコバックづくり

実施⽇：2022年8⽉21⽇（⽇）10:00〜12:00
（出⼊り⾃由）
参加費：無料
概要：な・・なんと！実は、エコバックがエ
コではない？？？
お気に⼊りの新聞記事を使って世界に⼀つの
本気のエコバックを作ろう！
※新聞紙を選ぶ⽇々から新聞への興味をもと
う！

ファシリテータ：みつばち娘
⼥性社員によるワーキンググループ「みつば
ち娘」（リコージャパン⼭梨⽀社）
スキル向上や⼥性⽬線での職場改善の取り組
みなど実施
hIps://www.ricoh.co.jp/sales/topics/2020/1007_
1



⑪おうちの中のプラスチック探し

実施⽇：2022年8⽉21⽇（⽇）10:30〜11:30
参加費：無料（親⼦・⼦ども・⼤⼈向け）
定員：30名
概要：海洋プラスチック問題は海無し県の⼭
梨県も⼤きく影響していることを知っていま
すか？
クイズに答えたり、リコーハンディプラス
チックセンサーでプラスチックの樹脂判別を
体験しながら、楽しくプラスチックリサイク
ルの重要性を学びましょう！！

ファシリテータ：⽇向治⼦
⼭梨マイクロプラスチック削減プロジェクト
事務局
環境省環境カウンセラー
⼭梨県社会教育委員
桂川・相模川流域協議会代表幹事
⼭梨エコティーチャー



⑫森と友だちになろう

実施⽇：2022年8⽉21⽇（⽇）13:00〜14:30
参加費：無料
定員：50名
概要：森の⼤切さや楽しさ、私たちの⽣活と
のつながりを親⼦で学びます。
実際に⽊に触れるワークショップも⾏いま
す！

ファシリテータ：齋藤暖⽣
富⼠癒しの森研究所⻑、講師
https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/fuji/staff/



⑬カードゲーム「SDGs de 地方創生」体験会

実施⽇：2022年8⽉21⽇（⽇）14:00〜16:00
参加費：無料
定員：⼩学４年⽣以上、30名まで
概要：SDGs と「地⽅創⽣」は⼤きな関わりが
あります。「SDGs de 地⽅創⽣」は、 SDGsの
考え⽅を地域活性化に活かし、地⽅創⽣を実
現する⽅法について参加者全員で対話し、考
えるためのツールです。
このゲームでは、地域で暮らす様々なス
テークホルダー（個⼈事業主、⼀次事業者、
ＮＰＯ、⾃治体職員など）が、まちづくりの
プロセスを体験しながら、個々の⽬標と、持
続可能なまちの未来を創造するといった⽬標
を同時に達成していくために、対話や協働が
⽣まれていきます。どんなお⽴場の⽅にも新
たな気づきを与えてくれるゲームです。

ファシリテータ：⽥中 実
「SDGs de 地⽅創⽣」公認ファシリテーター



⑭SDGsマージャン

実施⽇：2022年8⽉21⽇（⽇）14:00〜15:30
参加費：無料（親⼦・⼦ども・⼤⼈向け）
定員：30名まで
概要：SDGｓを⼩さなお⼦様から⼤⼈まで
知ってもらおうと考えたゲームを体験！
遊び⽅は3通りあり、就学前の⼩さなお⼦様
も楽しむことができます。
SDGｓって何？⿇雀って何？と馴染みのない
⽅でも気軽に参加してくださいね。

ファシリテータ：⻑澤貴仁
NPO法⼈健康⿇将kaiやまなし代表理事。2018
年から活動開始。同年6⽉に認定指導員資格
を取得 hIps://www.npo-
homepage.go.jp/npoportal/detail/019000596



⑮地域資源を再利用した土づくり

実施⽇：2022年8⽉21⽇（⽇）15:00〜15:40
参加費：無料（親⼦・⼦ども・⼤⼈向け）
定員：50名
概要：⼋ヶ岳周辺の植物性廃棄物資源を有効
活⽤してできる無臭で醗酵した⼟づくりを体
験できるワークショップ。
野菜を育てることは、⼟づくりに⼤きな意味
があることを学べます。
※お⼟産もあります！！

ファシリテータ：川添楓⾺
㈱アルソア慧央グループ所属。無農薬有機農
園で毎年約300種類の野菜を育てる期待の若
⼿スタッフ



常設展示

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）・21⽇（⽇）常設
参加費：無料
概要：お好きな⾊を選んで、「私のSDGs宣⾔」
をデジタルボードに⼊⼒いただくと、デジタル
メッセージボードに投影されているシンボルツ
リーが育っていきます。

みなさんのSDGs宣⾔で⼤きな⽊をつくりましょ
う！

実施⽇：2022年8⽉20⽇（⼟）・21⽇（⽇）常設
参加費：無料（親⼦・⼦ども向け）
定員：20名（定員オーバーでも、当⽇空きがあ
ればつくれちゃうかも！？）
概要：あなたのとっておきの写真を直接印刷す
る技術で、世界で⼀つのエコバッグを作ろう！
図書バッグ、ランチバッグ、⽉曜バッグ、探検
バッグ…
何バッグにする？？
ファシリテータ：みつばち娘
⼥性社員によるワーキンググループ「みつばち
娘」（リコージャパン⼭梨⽀社）

⑯ガーメントプリンターで
エコバッグ作り

⑰私だけのSDGs宣言

満員御礼


