2022 年 7 月 22 日
各位
株式会社 みなと銀行
株式会社 りそな銀行
姫路商工会議所設立 100 周年記念「Himeji SDGs EXPO 2022」への取組み
～「地域の子供たちへ、SDGs と（金融）教育」をテーマに参画します～
関西みらいフィナンシャルグループのみなと銀行（社長 武市 寿一）とりそなホールディングスのりそ
な銀行（社長 岩永 省一）は、姫路商工会議所の周年イベントに、兵庫県立大学等と連携して「SDGs と(金
融)教育」をテーマに参画することといたしましたので、お知らせいたします。
SDGs は、2015 年 9 月に国連で採択された持続可能な開発目標のことで、企業は
イノベーション、市民は真の豊かさ、行政は持続性の高い街づくり等の観点で取組
みが進んでいます。また、2021 年 5 月、SDGs 未来都市に選ばれた姫路市では、
多くの教育現場で子供たちが SDGs の考え方を学んでいます。
「Himeji SDGs EXPO 2022」
（※）は姫路商工会議所が 100 周年の節目に、
「これから 100 年の姫路のまち
づくりを考える」機会として開催するイベントです。同会議所議員であるみなと銀行は、グループのりそ
な銀行とともに、これまで培ってきた市内特別支援学校での就業支援活動や小学生向けの金融教育のノウ
ハウを基に、地元の大学や高等学校、小学生の子供たちとともに、地元銀行らしいプログラムでイベント
を盛り上げていきたいと考えています。
※「Himeji SDGs EXPO 2022」

日時：2022 年 8 月 19 日（金）10：00～20 日（土）17：00
場所：アクリエひめじ（姫路市神屋町 143-2） 079（263）8082

【開催イベント概要】
１．
「SDGs シンポジウム in 姫路」の開催（事前申込制：定員 100 名）
日時：2022 年 8 月 19 日（金）15：00～16：30
場所：アクリエひめじ小ホール
プログラム：第一部「基調講演」
（15：00～15：30）
演題「若者が未来へつなぐ SDGｓー豊かなコミュニティづくりに向けてー」
兵庫県立大学 副学長
坂下 玲子 氏
第二部「討論」パネルディスカッション（15：30～16：30）
テーマ「～教育現場と SDGs～ 未来志向型の企業経営について、一考」
主催：みなと銀行、りそな銀行 後援：兵庫県立大学、姫路市、姫路商工会議所他
申込み方法：次頁案内チラシ参照
SDGs 未来都市に選ばれた姫路市では、教育現場においても SDGs の取組みが進んでいます。
“地域社会の持続的な発展”を学んできた子供たちが将来社会人となる時、どのような価値観を
持ち、街（生活）や企業（就職）に関わっていくのでしょうか。
このシンポジウムは、地元で企業経営に携わる方々と、それらの視点を一緒に考える機会です。
地元大学の基調講演の他、メディアや教育現場、企業経営に携わる方々のパネルディスカッション
も催し、幅広い視点で議論を深めていきたいと考えています。
２．
「キッズマネーアカデミー2022」の開催
「Himeji SDGs EXPO 2022」の 2 日間、アクリエひめじ内の展示場で小学生向け「キッズマネーアカ
デミー2022」を開催しています。
（募集受付は終了しました）
みなと銀行とりそな銀行の社員が講師役となり、
「お金の流れや役割」
「働くことの大切さ」等を楽
しみながら学んでいただく予定です。
＊コロナウイルスの感染拡大の状況等により、やむを得ず中止、内容を変更する場合がございます。
以 上

～西播地域発第二弾 SDGs経営のすすめ～

SDGsで高める企業の魅力(教育編）
SDGsで高める企業の魅力(教育編)

SDGsシンポジウムin姫路

SDGsは、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標のことで、2030年の達成を
目指し、企業や市民、行政は積極的な参加が求められています。その市場機会は、世界で年間
約12兆ドルとされ、国内企業や自治体等では様々な取組みが進んでいます。
同時に、SDGs未来都市に選ばれた姫路市では、教育現場においてもSDGsの取組みが拡がっ
ています。
“地域社会の持続的な発展“を学んできた子供たちが、将来社会人となる時、どのような価値観
を持ち、街（生活）や企業（就職）に関わっていくのでしょうか。
「これから100年の姫路のまちづくりを考える」Himeji SDGs EXPO 2022において、こ
のシンポジウムは、それら視点を一緒に考える機会にしていきたいと考えています。
当日は、地元大学の基調講演の他、メディアや教育現場、企業経営に携わる方々のパネル
ディスカッションも催します。

日時

今後のコロナウイルスの感染拡大の状況等により、やむを得ず中止とする
場合がございます。ご了承ください

2022年

8月19日 金 15：00-16：30

参加費無料
定員100名

アクリエひめじ/小ホール 姫路市神屋町143-2

℡079(263)8082

（みなとぎんこう）

（たけいち としかず）

開式ご挨拶
「基調講演」

第1 部
15:00～15:30

みなと銀行 代表取締役社長

武市 寿一

演題(予)「若者が未来へつなぐSDGｓ
ー豊かなコミュニティづくりに向けてー」
講師

（ひょう ごけんりつだいがく）

兵庫県立大学 副学長

（さかした れいこ）

坂下 玲子 氏

※登壇者や講演テーマは、予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい

プ
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「討論」
パネルディス
カッション

テーマ(予)「～教育現場とSDGs～
未来志向型の企業経営について、一考」
（こうべしんぶんしゃ）

≪進行役≫ 神戸新聞社 論説委員

（かわさき ひろのぶ）

（しりつ ひめじこうとうがっこう）

（たまむら こういち）

市立姫路高等学校 主幹教諭
（ひょうご けんりつだいがく）

15:30～16:30

兵庫県立大学環境人間学部
みなと銀行 代表取締役社長

【主催】

小林 由佳 氏

（ひだかしょくひんこうぎょう）

≪討論者≫ 日高食品工業 代表取締役社長

第2 部

（こばやし ゆか）

（総評）兵庫県立大学
【後援】

主催：みなと銀行（関西みらいフィナンシャルグループ）、りそな銀行（りそなホールディングス）
後援：兵庫県立大学、姫路市、姫路商工会議所、兵庫県中播磨県民センター

河崎 廣信 氏
玉村 公一 氏
在学生

（たけいち としかず）

武市 寿一

（さかした れいこ）

坂下 玲子 氏
表示有効期限
2022年8月18日

開

みなと銀行 代表取締役社長

式

神奈川県出身。1984年太陽神戸銀行（現三井住友銀行）入行、
2015年同行常務執行役員を経て、17年みなと銀行専務取締役、21
年より現職。
SDGsを生かした地域創生を念頭に、環境省や地元自治体等との産官
連携活動を具体化させ、地元企業の将来成長へ旗振り役を担う。
「兵庫県を知り尽くす情報サービス業」を志向し、非金融分野も含
めたサービスを通じてSDGsの普及に努める。

ご
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拶

兵庫県立大学 副学長

基

武市 寿一

坂下 玲子 氏

富山県出身。東京大学大学院での保健学博士、その後鹿児島大学や筑
波大学等を経て、2017年より兵庫県立大学看護学部部長・教授、21
年より現職。
同学において、子供から高齢者までの健康問題に取組み、地元創成看
護学の発展に尽力し教育を実践している。同学のSDGs憲章（宣言）
の策定をリードし、SDGs推進委員長。地域のパートナーシップを重
視し、地域課題の解決に取り組む。

調
講
演
日高食品工業株式会社
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ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
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シ
ョ
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代表取締役社長

河崎 廣信 氏

市立姫路高等学校

兵庫県（姫路市）出身。2024年に創業100年を迎える
昆布、わかめ等海藻乾物を取り扱う食品製造メーカー。
創業家社長として06年より現職、市内の本社工場、
ショップ等で70名近い従業員を率いる。就業環境に整
備に努め、兵庫県「仕事と生活バランス企業表彰」の
他、21年には姫路市SDGs宣言を実施。

京都府出身。1985年に県立龍野高等学校（英語）、
播磨南高や福崎高を経て、20年に姫路高等学校に着
任。実社会で役立つ「課題解決力」「論理的思考
力 」等 を養 う探 究推 進の 部長職 を務 め 、 SDGs も
テーマの一つとして指導。子供たちの可能性を引き
出しながら、学校と地域社会の共生にも意を配る。

みなと銀行 武市 寿一

兵庫県立大学（環境人間学部）在校生
神戸新聞社

主幹教諭(探究推進部長)玉村 公一 氏

論説委員 小林 由佳 氏

滋賀県出身。1990年神戸新聞社に入社し、淡路総局や本社社会部
（現報道部）、経済部の記者を経て、2014年～17年経済部長兼大阪
編集部長、17年3月より現職に。主に経済や教育問題、ジェンダー等
をテーマに社説やコラムを担当。
長く報道現場の最前線で働きながら、家庭との両立を実践。2017年
神戸新聞社内に発足した女性活躍推進委員会の中心メンバーとして、
働く女性社員のサポートを続けている。

下記サイトにアクセスしていただき、申込フォームよりお申込み下さい。

https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/14888
本セミナー参加申込にかかる個人情報は、主催者間で共有させていただきます。また、本申込に記載された個人情報は、本セミ
ナー運営の他、主催者からのご案内に利用させていただきます。なお、利用目的の全文など個人情報の取扱いについては、ホー
ムページをご覧ください。（共同利用を行う個人情報の管理において責任を有する者の名称：みなと銀行）

■りそなホールディングス

セミナー内容について
みなと銀行 姫路地域本部
地域戦略部

https://www.resona-gr.co.jp/holdings/other/privacy/index.html

藤井
樋口

079（223）3761
078（333）3235

セミナー申込について
ビジネスプラザこうべ

倉本

078（351）5591

アクリエひめじ/小ホール
住所：姫路市神屋町143-2
℡079(263)8082
交通機関：JR姫路駅 徒歩10分
駐車場は台数に限りがございます。
極力公共交通機関のご利用をお願
いします。
表示有効期限
2022年8月18日

