
◎場所　無印良品 イオンモール堺北花田（北花田駅前）
◎日時　5月15日（日）
　　　　ワークショップ　14時から（要申込。人数に限りあり）
　　　　里親相談会　　　15時30分～16時（申込不要）
◎料金　無料

　  子ども家庭支援センター清心寮（リーフ）
　 （☎252-3521　℻252-3522）

里親相談会＆
里親家庭と作る豚まんづくりワークショップ

堺に広がるSDGs アクション 「まちかど里親相談会」に参加しませんか

堺から広がるパートナーシップ「2022 JCI ASPAC  堺高石大会」関連イベント

SDGs は、地球に住み続けるための世界共通の目標です。持続可能な都市経営
の実現をめざす市では、この目標に共に取り組む「さかいSDGs 推進プラット
フォーム」会員の企業・団体を募集しています。
今回は市と民間企業が協力して開催する里親に関するイベントを紹介します。
　 SDGs 推進プラットフォーム専用ダイヤル(☎340-2179)

2022年のJCI ASPACは、堺高石青年会議所が主管し、
5月26～29日に堺市内で開催されます。
市民の皆さんも楽しめるイベントを次のとおり開催
します。

　 堺高石青年会議所（☎228-3550　 ℻228-3551）か
　 観光企画課（☎228-7493 　℻228-7342）

JCI(国際青年会議所)は、世界約100カ国の青年会議所からなる国際的な社会
貢献団体で、世界のさまざまな地域課題を解決するために活動しています。
JCI ASPAC（国際青年会議所アジア太平洋地域会議）は、同地域内の課題を
話し合う国際会議（海外の会員はオンラインで参加予定）です。
「一期一会 ～この瞬間が宝物～」を開催テーマに、市民の皆さんにも楽しん
でいただける催しです。皆さんとの出会いを心からお待ちしております。

①世界に愛される日本人とその文化　

講演

さかいSDGs 推進
プラットフォーム
会員募集中！ ➡問

里親とは

堺・高石市のさまざまな企業や団体の取組発表や物品を販売します。

◎日時　5月27日12時30分～18時
　　　　5月28・29日9～18時
◎場所　大浜だいしんアリーナ1～2階通路
　 堺高石青年会議所か観光企画課

トレードブース

JCI ASPAC堺高石大会の開催に合わせて、飲食イベント
を楽しめます。
◎日時　5月27・28日11～20時　
◎場所　大浜だいしんアリーナ前　
　  観光推進課（☎228-7493　 ℻228-7342）

堺ナイトマーケット

× ×

無印良品、豚まん専門店蒸’s、養育里親さんにご協力いただき、
里親子さんと交流できるワークショップ（豚まん作り体験）など
を開催します。

無印良品イオンモール堺北花田　徳永さん

無印良品イオンモール堺北花田の
フードコート内で「蒸’ｓ」を運営する
ワークポイントの岩城さん、藤原さん

豚まんを包みながら
家族の縁も包みましょう！

問

昭和50年、旧皇族・竹田家に
生まれる。明治天皇の玄孫（や
しゃご）にあたる。慶應義塾大
学法学部法律学科卒業。
「日本はなぜ世界でいちばん
人気があるのか」など多数の
著書を出版している。

◎日時　5月27日（金）12時30分～14時
◎場所　フェニーチェ堺（堺区翁橋町2丁1-1）

◎対象　市内在住・在勤・在学の方　◎要申込　先着順　　　　　
　 堺高石青年会議所か観光企画課

講演
①・②

講演
③

◎講師：作家  竹田恒泰さん

②昔の茶の湯、今の茶の湯

京都府出身。平成14年、裏千
家16代家元継承。
京都芸術センター館長、立命
館理事、松下政経塾理事、日
本感情心理学会理事などを
務める。

◎日時　5月27日（金）15～16時45分
◎場所　フェニーチェ堺

◎講師：茶道裏千家　家元　
　　　　　　　千宗室さん

③夢を叶える特別な方法
かな

10代の頃から起業家として
事業を展開。2008年、メガ
ネ・サングラスの製造販売
を行うOWNDAYSの現職
に就任。

◎講師：OWNDAYS代表取締役社長
　田中修治さん+サプライズゲスト

◎日時　5月28日（土）10～11時30分
◎場所　大浜だいしんアリーナ（堺区大浜北町5丁7-1）

問

問問

私を気遣ってくれて優しいうちの里
子のことが大好きで、いつも元気をも
らっています。おばあちゃんと孫ほど
年の差がありますが、本当の親子のよ
うにつながる私たちのような里親子
がいることを知ってもらいたいです。

里親子の絆を感じてほしい
里親家庭と実際に交流いただくことで、
里親制度と皆さんがつながるきっかけ
になればいいな、と思います。
当日は皆で豚まんを作りながら交流で
きる楽しい場にしたいです。

楽しみながら交流できるイベントです！

当日参加予定の里親さん

大会実行委員長
関口さん

親の病気、家出、離婚、経済的理由などのため
に、保護者と家庭で暮らすことのできない子
どもたちを、一定期間家庭に迎え入れて育て
ています。
子どもの育ちにとって
あたたかい愛情と家庭
生活の経験はとても重
要です。

問

同時開催

詳しくは
こちら➡

大会公式
ホームページ
はこちら➡

申込み方法など
詳しくはこちら➡
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