
 トークライブ18:00～19:30
環境とテクノロジーから、SDGs や
まちについて考えるトークライブ

インスタレーション17:00～

IAMAS( 情報科学芸術大学院大学 )

 出店

・V・ドラック錦二丁目店
   [ 農家産直野菜販売•焼芋 ]

・和装小物の大善 [風呂敷 ]

・長者町ハチミツ＆料亭河文
　[蜂蜜•コラボスイーツの販売 ]

・なごや環境大学SDGs未来創造クラブ
    [ 情報コーナー ]

看板ドライフラワーアレンジ：viola

千頭 聡
（日本福祉大学教授、なごや環境大学アドバイザリーボード）

山田 卓哉（大ナゴヤ大学学長）
名畑 恵 (錦二丁目エリアマネジメント株式会社 代表取締役 )

S D G s  マ ル シ ェ

11.2811.28 SATSAT11:00−16:0011:00−16:00前夜祭

トークとインスタレーション

11.27
17:00−21:00

FRI

IAMAS に所属する学生を中心として構成される、テクノロジーを用い

た音楽体験の拡張をテーマに様々な活動を行う研究機関。音楽イベント

「NxPC.Live」を定期的に実施するなど、実践的な研究活動を行ってい

ます。「みちにわマルシェ」では、普段は何気ない通り道に、音と光の

演出で非日常の空間を演出します。

各出店とつながりのある SDGs

目標をカラーで示しています。

SDGs と は「Sustainable 

Development Goals（持続可

能な開発目標）」の略称で、国連

の定めた国際社会共通目標です。

黄色のブースは、産官学 - 地域が連携して運営する実験的ブースです。
なごや環境大学「SDGs まちづくりプロジェクト in 錦二丁目」で生まれ
たチームで取り組んでいます。 食べれる器での提供 ・【 露店喫茶シヤチル 】もぐカップ×愛知県産野菜ジュース (スープ )       ・【 錦二丁目エリマネジメント株式会社 】ネクストミーツ牛丼×e-tray　　・【 Parlor IMOM 】カレー×e-tray
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都市の木質化
ストリートウッドデッキ

休憩
スペース

SDGsの17カラー

ブース一覧の見方

出店カテゴリー

SDGsまちづくりin錦二丁目について

輪になる
体験販売

地域の
飲食

人気の
物販

ミチな
体験

V・ドラック錦二丁目店

地場野菜約 50 品目、クリスマス限定の紙パッケージ版
キットカットの販売を行います。

[農家産直野菜販売•焼芋]１
・
２

和装小物の大善

７月からのレジ袋有料化により注目を集めている風呂敷
を使って体験型ワークショップを行います。当日は３種
類の大きさの風呂敷を使ってワインボトルやエコバック
などの包み方を実演しますのでぜひお集まりください。

[風呂敷の包み方ワークショップ・販売]

３

出店名
[出店内容]ナ

ン
バ
ー

カテゴリー

フェアトレードタウンなごや（名古屋市/ひょうたんカフェ）

体にやさしい食材を使った人気のおからドーナツや美味
しい焼き菓子に、手織り機による織りワークショップに
よって、「フェアトレードタウンなごや」の魅力をお伝
えします！

[織りワークショップ・お菓子の販売]

４

なごや環境大学SDGs未来創造クラブ

みちにわマルシェとエコパルなごや、名古屋市消費生活
センター、ソレイユプラザなごやをめぐる SDGs スタ
ンプラリーを実施します！ SDGs を学びながら４つの
スタンプを集めて景品をゲットしよう！

[SDGsスタンプラリー]

６

Green & ＿

「コンポスト＝生ゴミを堆肥化させる」ことで、循環型ライ
フスタイルを実現させるプロジェクトです。その場でコン
ポスト体験、お家で家庭菜園まで始めることができます。

[家庭菜園・堆肥]

７

(名城大学Clean Green,ブラザー工業(株),豊田森林組合,なごや環境大学ユースクラブ）

（CECILIA,スターキャット・ケーブルネットワーク（株）,ブラザー工業（株）,なごや環境大学ユースクラブ）

ツクロウ

 『洋服を楽しく直そう！』 今ある洋服を永く大切に着るた
めのご提案♪ ボタンの付け方を再確認！ボタンブローチ
を作ろう。 ミシン刺繍サービス（お手持ちの洋服や小物
に） ミシンお直し実演、お直し方法のアドバイス

[ボタンブローチと刺繍・お直し]

８

thechord

靴磨きや靴修理を通してモノを大切にすること、長く
使っていけることをご提案します。素材に合わせたメン
テナンス方法や道具の使い方もお伝えします。お気軽に
お立ち寄りくださいませ。

[靴磨き・靴修理のご相談]

９

10

延藤文庫

「みち」「にわ」「水と緑のつながり」をテーマに絵本を
セレクトしました。休憩スペースでゆっくりとお読みく
ださい。延藤安弘絵本コレクションよりご紹介します。
（※絵本販売はありません。）

[絵本の紹介]

都市の木質化プロジェクト

好きな木材チャームに、金具や色をつけ、髪飾りやブロー
チなどを完成させます。子どもも大人もお楽しみいただ
けます。

[地域産木材でアクセサリー作り]

TOUTEN BOOKSTORE

2021 年冬、名古屋 / 金山 OPEN 予定の新刊本屋。思
考の幅を広げるために、選択肢をふやすために、社会と
つながるために。持続可能性なまちの本屋をめざします。

[本の販売]

5

露店喫茶シヤチル×コットンキッチンカー

食べれる器でお提供
　　スープ , カレー（IMOM）

寒くなってきた季節にぴったりの、地元野菜を使った温
かいお飲み物をこの日限定で特別にご用意します。

[野菜ジュース]

13
ネクストミーツ

動物性の肉に替わる「おいしい植物性の肉」を作ってい
ます。今回はIMOMと協力のもと、牛丼をご提供します。
新しいライフスタイルで、地球環境を良い方向に変えて
いきませんか？ぜひ、ご賞味下さい。【限定20食】

[牛丼]

長者町ハチミツ＆料亭河文

長者町のビルの屋上で養蜂をしています。ハチミツは「や
さしい味わい」と好評いただいています。老舗料亭河文
とのコラボレーションスイーツも並びます。是非ご賞味
下さい。

[蜂蜜・コラボスイーツの販売]

15

MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT！

障がいのある人たちと一緒につくるおやつと雑貨のお店
です。”からだにやさしいおいしいおやつ”と”ユニー
クさいっぱいの雑貨”のお店です。

[雑貨・お菓子の販売]

16

IMOM COFFEE ROASTERS

水素電気自動車「MIRAI」で沸かしたお湯で淹れた自
家焙煎のスペシャルティーコーヒーと、都市養蜂「長者
町はちみつ」を使用したはちみつレモンを販売します。

[コーヒー販売]

17

ファーストステップ

「VRT」というカードを使って適職を診断する方法を簡
易的に体験していただけます。働くことに悩みをお持ち
の方など、タロット占いの「お仕事版」のようなものな
ので、気軽に診断してみてください。

[適職診断]

19

[リメイクワークショップ・エコバックとマスク]

名城大学プロスポーツビジネス研究会with名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

名城大学の学生を中心に考えたアイデアでワークショップ
を開催致します。錦二丁目の歴史や現状を調査し、Bリー
グ・ドルフィンズとコラボすることで街の課題を改善・解決
しようとするSDGsの取り組みです。 
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CHOJAMACHIBA

肉や魚、地場野菜を使ったおかずをぎゅーっと詰めこめ
んだ、凡弁（BON　BENTO）を販売します。規格外野
菜なども取り入れ、フードロス削減にも、すこし貢献で
きればと思います！

[お弁当・長者町みやげ]

空色曲玉

オーガニックレストランとして 20 年、惜しまれつつ閉
店した空色曲玉が、2 年ぶりにお菓子屋さんとして限定
復活です。からだにも自然にもやさしいお菓子です。

[菓子販売]

14

本部・インフォメーション

みちにわの案内本部です。SDGs とまちづくりの情報も
発信しています。まずはこちらにお立ちよりください。

[案内と景品交換・アンケート回収]本　

部

食べれる器でお提供

裏面にスタンプラリーとお得情報があります。

紹介おすすめ情報

レジ袋代わりにも！

SDGs ポイント！

生産者を元気に！

繊維街のハギレも活用！

考える場を！

パートナーシップ！

森林を守る！

つながりが見える！

長く使う！

ものを大事に！

生ゴミを堆肥に！

SDGs をひろ
めたい！

地元の産物を地元の人に！

地球温暖化ストップ！

からだと自然に優しい

おいしいまちづくり！

“分け合う” 福祉まちづくり！

福祉もコーヒーもサステイナブル！

繊維街との協働！

働き甲斐のある社会へ！

おいしくフードロス削減
！

物販

物販

体験販売

物販

体験販売

体験販売

体験販売

体験

飲食

飲食

飲食

飲食

飲食

物販

飲食

体験販売

体験

Liveral

LIVERAL は 2016 年に愛知県長久手市の縫製工場が技
術力を案内するために誕生したファクトリーブランドで
す。

[かばん販売]

工業用資材を転用！

物販

11


