
「次の100年も笑顔広がる元気なまちNAHAを目指して」

パネルディスカッション第2部

記念講演第1部

那覇市　企画財務部　企画調整課　那覇市泉崎 1-1-1　TEL:098-862-9937　E-mail：M-GYOUSEI001@city.naha.lg.jp

那覇文化芸術劇場なはーと  小劇場

開場 13:30
開演 14:00-17:00月 日11 10年2021 水

参加無料

会場定員80名

那覇市は持続可能な
開発目標（SDGs）を
支援しています。

那覇市は持続可能な
開発目標（SDGs）を
支援しています。

那覇市・東京大学地域未来社会連携研究機構 連携協定締結記念

次の100 年も笑顔広がる元気なまちNAHAを目指して

NAHA SDGs
シンポジウム

Youtube配信
WEB上でもご視聴できます。映像は定点
撮影となります。
※申込不要

東京大学大学院 工学系研究科
都市工学専攻 教授

「スマートで持続可能な都市はデザインできるか（仮）」

小泉 秀樹

東京大学大学院 総合文化研究科 教授

「地域と地域の新しいつながりを考える」

松原 宏

琉球大学 国際地域創造学部 教授喜納 育江
「ダイバーシティ（多様性）で豊かなNAHAを」

城間 幹子
那覇市長

パネリスト

大野 惠司
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島袋 未結
学生ボランティア団体
「VONS」代表

パネリスト

小泉 秀樹
東京大学大学院
工学系研究科
都市工学専攻

教授

講師

■講師・パネリスト紹介

参加申込について
会場にてご覧いただく場合は事前の申込
が必要となります。
※締切：10/21



お問い合わせ 那覇市　企画財務部　企画調整課　那覇市泉崎 1-1-1　TEL:098-862-9937　E-mail：M-GYOUSEI001@city.naha.lg.jp

体温が
37.5 度以上
ある方

風邪の症状
がある方

過去2週間以内に
発熱や感冒症状で
受診や服薬をした方

感染拡大地域
や海外への訪
問歴が 2 週間
以内にある方

以下に該当する方は、ご来場をお控えください。

37.5

松原 宏 「地域と地域の新しいつながりを考える」東京大学大学院
総合文化研究科 教授

小泉 秀樹 「スマートで持続可能な都市はデザインできるか（仮）」東京大学大学院
工学系研究科 都市工学専攻 教授

喜納 育江 「ダイバーシティ（多様性）で豊かなNAHAを」琉球大学
国際地域創造学部 教授

第 1部 14:00～ 記念講演

第 2部 15:50～ パネルディスカッション

「次の100年も笑顔広がる元気なまちNAHAを目指して」

（17:00 終了予定）
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開発目標（SDGs）を
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● 収集した個人情報は、シンポジウム運営のために利用し、
　 法令に基づく場合、または本人の同意がある場合を除き、
　 他に利用及び提供することはしません。
● 参加者に感染者が出た場合においては、保健所の聞き取り
　 調査にご協力をお願いします。
● 濃厚接触者になった場合は、14 日間を目安に自宅待機を 
　 お願いすることがあります。

事前申込（ご来場される方へ）

※申込者多数の場合は、抽選となります。

STEP1【必須】
下記の QR コードより事前に　 
参加申込をお願いします。

※QR コードより申込ができない場合は、住所・　  
　氏名・電話番号・メールアドレス・年齢・性別
　をご記入の上、メール・RBC アプリ・ハガキ
　いずれかにてご応募ください。

E-Mail：jigyou2＠rbc.co.jp
ハガキ：那覇市久茂地 2－3－1 琉球放送事業部 宛

ご自宅で「検温」し、「マスク着用」で
のご来場をお願いします。

パーソナルサポートサービスは、
一人ひとりの状況に関する情報
をお知らせいただくことで、
ご本人にあった情報を提供する
サービスです。体調や年齢、持病
などを入力すると、あなたの状
態にあった情報を提供すること
ができます。

https://line.me/R/ti/p/%40524ufyeo

LINE コ ロ ナ お 知 ら せ シ ス テ ム

「RICCA（リッカ）」
沖縄県 - コロナ対策パーソナルサポート

※お席に限りがあるため、事前申込制となります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、
　無観客での開催となる場合がございます。

STEP2
当日はチケットご持参の上、
指定の座席にご着席ください。

緑ヶ丘公園

国際通り

県庁前駅

美栄橋駅

那 覇 文 化 芸 術 劇 場
な は ー と＠小 劇 場

1956年生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了
（理学博士）。専門は経済地理学。西南学院大学経済学部
（講師・助教授・教授）を経て1997年より東京大学大学院
総合文化研究科助教授、2007年より現職。専門は経済地
理学で、産業立地と地域経済に関する理論・実証研究を
行っている。2018年より東京大学地域未来社会連携研究
機構機構長を兼務。経済産業省産業構造審議会委員、
同地域経済産業分科会会長。

東京大学大学院
総合文化研究科 教授

松原 宏
講師／コーディネーター

1973年生まれ。1995年ジャスコ（株）（現イオン（株））入社。
2011年にイオンリテール（株）南関東カンパニー経営企画
部長、2013年にイオンタイランド営業本部長、2015年
イオンカンボジア取締役社長。2021年3月から現職。
イオンのDNAである環境保全や社会貢献活動を各国
で推進し、お客さまとともに地域の豊かさの実現に
向け取り組む。

イオン琉球株式会社
代表取締役 社長

大野 惠司
パネリスト

1951年生まれ。那覇市立鏡原中学校、香港日本人学校
中学部などで校長を務める。那覇市教育委員会教育長、
那覇市副市長を経て、2014年11月より那覇市長に
就任し現在2期目。市政のキャッチフレーズは、「平和・
こども・未来　あなたと　ともに」

那覇市長

城間 幹子
パネリスト

1967年那覇市首里生まれ。琉球大学国際地域創造学部
教授。専門はアメリカ文学・ジェンダー研究。2000年に
米国ペンシルベニア州立インディアナ大学よりPhDを取得。
編著書に『沖縄ジェンダー学』全3巻（大月書店）など。2012年
より琉球大学うない研究者支援センター長、男女共同参画
室長、2015年より同大ジェンダー協働推進室長。2021年3月
より沖縄県男女共同参画審議会委員。

琉球大学
国際地域創造学部 教授

喜納 育江
講師／パネリスト

■講師・パネリスト紹介

1964年生まれ。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程
修了後、1997年から東京大学大学院講師（都市工学）、2000年同助教授
を経て、 2013年より現職。研究成果をふまえつつ多くの市民団体、自治体、
企業とまちづくりの実践に取り組んでいる。また都市計画提案制度の
創設に社会資本整備審議会都市計画分科会委員として関わる。
著書に、『都市・地域の持続可能性アセスメント』（共編著、学芸出版）、
『コミュニティ・デザイン学』（編著、東京大学出版会）、『コミュニティ辞典』
（共編著、春風社）、『スマート・グロース』（共編著、学芸出版社）、『まちづく
り百科事典』」（共編著、丸善）ほか。グッドデザイン賞など受賞多数。

東京大学大学院
工学系研究科 都市工学専攻 教授

小泉 秀樹
講師

研究室HP  http://ut-cd.com
Facebook  https://www.facebook.com/cdmkoizumi/

島袋 未結 

2001年生まれ。県立那覇国際高校を卒業し、現在は琉球
大学教育学部に所属。
2019年に沖縄県の「国際性に富む人材育成留学事業」で
米国カンザス州へ留学。現地の学生の郷土愛と行動力に
感銘を受け、帰国後、友人とともに「MUGムグフードプロ
ジェクト」を主催する学生団体VONSを立ち上げる。地域、
年代の枠を超えたネットワークの構築を目指し、活動
している。

学生ボランティア団体
「VONS」代表

パネリスト

参加申込は
こちらから
締切：10/21


