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『SAKAI SDGs fest.』を開催します 

―さかい SDGs 推進プラットフォーム会員との取組― 
 

堺市では、40 を超えるさかい SDGs 推進プラットフォーム会員の協力のもと、来訪者の方に SDGs について楽しく学び

ながらその達成につながる行動を実践してもらうために、「SAKAI SDGs fest.」を開催します。 

高校生による演奏会、ぐるりお譲り交換会、端材を使用したワークショップ、エシカルショップ、キッチンカーなど、SDGs に

関連する様々なイベント・ブース出店があります。 

 

１ 日時：令和 4 年 9 月 17 日（土） 

～19 日（月・祝） 10 時～17 時 

２ 場所：イオンモール堺鉄砲町 赤レンガ広場 

（堺市堺区鉄砲町 1） 

３ 対象：どなたでもご参加いただけます。 

４ 参加申込：不要 

５ 入場料：無料 

※詳細については、別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
い
合
わ
せ
先 

担  当  課：市長公室 政策企画部 計画推進担当 

電    話：072-228-7517 

フ ァ ッ ク ス：072-222-9694 

 



※内容等は変更する場合がございます。

ジャンル 会員名 実施日 内容

大阪府立農芸高校 9月17日 ヤギとふれあい体験

南河内ロックフェスティバル 9月18日

・SDGsロックフェス（泉北高校、狭山高校、堺西高校、長野高校、堺東高校、美原高校、登

美丘高校、佐野高校、東大谷高校）

・協力会員：合通トラスコ（音響機材の運搬）

大阪公立大学V-station 9月19日
イザ！カエルキャラバン！（子どもが楽しく学べるようにアレンジした防災体験プログラム×おもちゃ

の交換会）

ぐるり 株式会社ワンピース「ぐるり」
9月17日

　～19日

「誰かの不要なものは誰かの必要なものになる」をテーマにした物々交換イベントです。ルールはシ

ンプルで、1点持ち込んだら1点交換できます。地球に優しい循環にぜひご参加ください！

一般社団法人日本移動販売協会

（モビマル）

9月17日

　～19日

地産地消や脱炭素につながるSDGsキッチンカーを出店します。

美味しく食べてSDGsを達成しましょう！

大阪調理製菓専門学校 9月17日

SDGsをテーマにしたキッチンカーを出店

・農芸卵の本格エッグタルト

（アニマルウエルフェアの観点から飼育されている鶏の卵を利用しました）

・DAICHOゆずからチキン＋農芸高校野菜添え

・ビーガン水ナスバーガー（VMB)　ほか

株式会社グランディーユ　メゾンドイリゼ 9月18日 SDGsで作られるスイーツ販売

株式会社Pasah　”はにわぷりん” 9月18日

・SDGs⑫つくる責任と使う責任：”はにわのカップ”を食べた後にも使用して頂ける商品を販売致

します。

・SDGs⑪住み続けられる街づくりを：”はにわカップ”を通して堺の産業を盛り上げることで地域活

性化を担います。

・SDGs④質の高い教育をみんなに：”地域の高校生”に堺の産業を経験して頂く機会を設け探

求と課題について伝えています。

学生服リユースShopさくらや松原店
9月17日

　～19日

・リユースランドセルの無償譲渡

・リユース制服の展示（販売・買取は無し）

・Re制服BOXの設置

・牛乳パックなどを使った子ども向けのワークショップ

一般社団法人堺シティスポーツクラブ
9月17日

　～19日
チラシ・パネル展示、スポーツ指導に関する相談、テーブルゲームなどの体験

株式会社三天被服
9月17日

　～19日

「フェムテック」って知っていますか？

FemTech＝Female（女性）とTechnology（テクノロジー）をかけあわせた造語

「生理」など女性特有の「個人の課題」を「社会の課題」として、皆さんと一緒に考えていきたいと

思っています！

サンワード株式会社
9月17日

　～19日

堺市に本拠を置く男子プロバレーボールクラブチーム「堺ブレイザーズ」・堺市立中学校で使用され

ていた廃棄されるボールや体操マット、役目を終えた懸垂幕などをアップサイクルしたバッグや小物を

販売します。

セシリア♪ちびっ子縁日
9月17日

　～19日

子ども縁日（宝釣り、スマートボール、射的など）を開催します！

オモチャ、アクセサリーなどの小物も販売します。

長寿支援課
9月17日

　～19日
アスマイルPRブース

フルベジカフェ バルーン
9月17日

　～19日

堺市の農家さんより規格外で市場に出せないトマトを使ったスープを添加物なしで調理、販売し

ます。堺で30年『いじんかんRamoの店』シェフ歴35年のベテランスイスシェフによるロシティ、チーズ

フォンデュもお楽しみ頂けます。

株式会社毛髪クリニックリーブ21「海の豊

かさを守ろう！さかいSDGsヘチマプロジェク

ト2022」

9月17日

　～19日

プラスチック製スポンジの使用等によるマイクロプラゴミ排出を防止し、ヘチマたわしの代替普及をめ

ざす「ヘチマプロジェクト」に堺市内の子どもたちと取り組んでいます。活動展示、SDGs物販、クイ

ズ等を行います。

桃山学院教育大学　中村浩也ゼミ
9月17日

　～19日

輪投げを通してSDGsを学びます。参加者はSDGsの目標が割り当てられた的にむかって輪投げ

を行い、入った場所に関連したクイズに挑戦しながら、楽しくSDGsについて理解を深めることができ

ます。

PASSER
9月17日

　～19日

障がいを持つ方々が働く福祉施設で作られたケーキや焼菓子、個性あふれる雑貨などの商品をた

くさん販売します。

どれもステキな商品ばかりです！3日間それぞれ販売する商品が変わります。お楽しみに！

Ｔ・Ｓトレーディング株式会社

「尾張防炎屋」

9月17日

　～19日

・防炎製品・『moenain』／『moenca』製品の特徴と説明。

・「住宅火災を0にする」意義の説明とその必要性についての案内。

・防炎製品・『moenain』／『moenca』製品の使用生地の燃焼試験

・防炎製品・『moenain』／『moenca』製品の即売

・防炎製品のDVDの紹介　等

エシカル

・WS

ステージ

キッチン

カー

SAKAI SDGs fest.一覧



大江畳店／classica
9月17日

 　、18日

classicaは、大江畳店が運営する、ブランドです。

畳製作の時に出る、い草や畳縁の端材や廃材を使い、アクセサリーやミニ畳を製作。

日本の畳をモチーフとし、新しいモノへと作り替えております。

わたしのまちの、くらしの博物館

space.SUEMURA

9月17日

　 、18日

プレゼントにもオススメ！

心と身体にやさしい食品や雑貨など、堺・泉北エリアはもちろん、地域資源を活用したり、自然に

よりそった商品を全国からセレクト。くらしを豊かにするアイテムたちをご紹介します。

株式会社LITALICOパートナーズ
9月17日

　 、18日

私のなかの「こだわりさん」や「困ったさん」をイラストや文章で表現しよう！あなたの中の多様性を

楽しくユーモアいっぱいに表現してください。”誰一人取り残さない”を実現するライトなソーシャルアク

ションです。

マヤメキシコ
9月17日

 　、19日

マヤメキシコはメキシコと日本を繋ぐオリジナルブランドとして誕生し、伝統刺繍を活かした商品を通

して、伝統文化の継承や経済的社会的に弱い立場にある先住民族の生活向上、環境保全や

動物愛護に取り組んでいます。

コンタクトのアイシティ
9月18日

　 、19日

使い捨てレンズの空ケースを「捨てている」という方がほとんどだと思いますが、アイシティではリサイク

ル、環境問題、アイバンク協会など、より多くの皆様にご協力いただける社会貢献活動「アイシティ

ecoプロジェクト」を行っています。

また、ワークショップでは、ご自宅で使い捨てレンズの空ケース回収用にお使いいただけるボックスに

絵を描いていただいたり、お子様向けの環境クイズなどをご用意しております。

株式会社南テスティパル
9月18日

　 、19日

小麦・卵・乳を使用しない食材本来の味を大事にしたお菓子の販売！

安心・安全なお菓子を皆さんでお召し上がり下さい♪

ワークショップ：食べ物に関するクイズでメダルをゲットしよう！

ムーやんとECO！GOGO~☆
9月18日

　 、19日

ごみの減量・リサイクルが楽しく学べるクロスワードクイズを実施。

クイズの挑戦者には堺市環境マスコットキャラクター「ムーやん」のオリジナル缶バッチをプレゼント。

marino(まりの)
9月18日

　 、19日
シーリングスタンプを使ったアクセサリーの販売、ハギレ等を使ったアクセサリー作り体験ワークショップ

Yu-k☆spica
9月18日

　 、19日

身の回りの端材・廃材を使って、家具や雑貨を作ります。

家庭から出るゴミが、DIYで素敵に生まれ変わります。

今回は空き缶リメイクの販売とワークショップをします。

トマト缶や果物缶が、かわいいインテリアになります。

大阪府立農芸高校 9月17日
ワークショップ：羽ストラップ

物販：卵、ぶどう、お米、ワイン肉　等

ぐるぐるあーす 9月17日
・全部たべられるゴミゼロわたあめ

・環境にやさしいエコグッズの販売

甲南大学×堺高校

「関西湾岸SDGsチャレンジ」Team
9月17日

生活ごみのうち生ごみが3割を占めているのをご存じでしょうか？私たちは「イベントで発生する食

品ゴミを０に！」するため、オリジナルの大型コンポストを設置します！また、なぜ生ごみ・食品ゴミ

をゼロにすべきか考える場とします。その他にも制服、コンタクトケース、ぷちぷち等の資源も回収し

て有効活用します。一緒にごみのない持続可能な社会をめざしましょう！

さかい利晶の杜 9月17日

『茶の湯』で使われている道具は、全て自然に返る素材でできています。互いを敬い、思いやりの

心を大切にしています。環境・フードロスに配慮した生活を茶席で体感してください。エコバッグや手

ぬぐい等の販売も。

今野農園 9月18日
堺市を中心とした大阪産の農産物を販売します。農家のSDGsの取り組みとして、通常出荷でき

ない規格外や余剰の農産物、または、それらを利用した加工品を販売します。

株式会社堺の名物を広める会 9月18日
メイドイン堺の自転車タクシー「くるりん堺」に体験乗車！

風が気持ちよくて、楽しいよ！

政策企画部　広域連携担当 9月18日 「2025年大阪・関西万博」PRブース

ロケットキャンプ 9月18日
・害時に役に立つロケットストーブというポータブルのキッチンストーブの販売

・「緊急時連絡先カード」の無料配布、そのカードをいれるパスケース等の販売

F-Key 9月19日
フェアトレード雑貨や障がいのある方が作った授産製品、エコ・エシカルな商品を販売いたします。

自分以外の誰かもちょっと幸せにできる商品をお届けいたします。

Irisガラス工房 9月19日 ガラス玉とワイヤーでキーホルダーやオブジェのワークショップと端材ガラスを使ったガラス雑貨の販売

La Ciclo VOCE（チクロ・ヴォーチェ） 9月19日

日本の自転車発祥の地として『自転車を活かした街づくり』を推進している中で、環境にもやさしい

自転車タクシーで堺市の観光を盛上げていきます。堺市で少しでも自転車タクシーが身近な乗物

になるように試乗体験を実施します。

エシカル

・WS
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