【NEWS RELEASE】
2020年11月9日

inochi万博フォーラム実行委員会

inochi万博フォーラム

EXPO2025
これからのinochiをデザインしよう
～おもしろい、ワクワクから始まる21.5世紀 〜
橋下徹氏など各界のご意見番を緊急招集！！
識者・論客・若者が一堂に会して熱く語る怒涛の7時間
2020年11月29日（日）11:00~18:15 オンライン生中継イベント
～ 聴講無料！ 事前予約絶賛受け付け中‼～
inochi万博フォーラム実行委員会は11月29日（日）、「2025年日本国際博覧会」（通称：大阪・
関西万博）をテーマに各界の論客が一堂に会する『inochi万博フォーラム EXPO2025 これからのinochi
をデザインしよう』を開催します。当日は大阪・中之島会館を舞台にオンラインで全国をつなぎます。

これを見ないでどないすんねん！

松井 一郎 大阪市長

橋下 徹 氏

辛坊 治郎 氏

アジア初の国際博覧会「EXPO‘70 OSAKA」から50年。EXPO2025で大阪から世界へ「inochi」という言葉とともに「い
のちの大切さ」を発信することはできないか? 「SDGs」「Society5.0」「データ駆動型社会」の本質を見据えた上で、次に
掲げるべきビジョン、コンセプトは何か? 本イベントはそんな趣旨の下、各界の識者・論客・若者が一堂に会して熱く語り
合います。第1部の「inochi学生・未来フォーラム」では、医療の道を志す学生を中心に若者が自由な発想でinochiの
大切さを考え、そのために若者が考える万博の在り方を提言。第2部の「OSAKAあかるフォーラム」には、ご存じ辛坊治郎
氏を進行役に、橋下徹氏、松井一郎大阪市長、映画監督の河瀨直美氏、お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有氏、
須田慎一郎氏（経済ジャーナリスト）、本事業実行委員長の澤芳樹大阪大学教授、鈴木寛東京大学教授が登場。
EXPO2025を世界がより良い未来に向かうためのターニングポイントと捉え、世界を視野に入れながら、行政、教育、経
済、文化、医療・ヘルスケア、DX(デジタルトランスフォーメーション)などさまざまな視点から、大阪・関西・日本のあるべき
姿、やるべきことについて徹底討論します。

聴講申込先 https://forms.gle/DMysVypNWw5xB2A17
当日はYouTubeでもライブ中継します。 https://youtu.be/DCNboICLe70

※メディアの方は当日会場でご取材いただけます。別紙でお申し込みください。

開催概要
■事業名称 inochi万博フォーラム EXPO2025 これからのinochiをデザインしよう
〜おもしろい、ワクワクから始まる21.5世紀〜
■開催日時 2020年11月29日（日）11:00〜18:15 ※予定
＜第1部＞ 11:00〜15:40 inochi学生・未来フォーラム
〜休 憩〜
＜第2部＞ 16:00〜18:15 OSAKAあかるフォーラム
■開催会場 中之島会館（中之島フェスティバルタワー・ウェスト 4F TEL：06-6233-4800）
■聴講料金 無料（事前予約で学生アイデアコンテスト投票に参加できます）
■参加申込 公式HP上の参加予約フォームよりお申し込み
■主
催 inochi万博フォーラム実行委員会
（一般社団法人inochi未来プロジェクト、一般社団法人OSAKAあかるクラブで構成）
■公式HP

https://inochi-miraiexpo.com/

第1部 inochi学生・未来フォーラム
11:00〜11:30 ◆オープニング 「私たちが生きる意味、創る未来」
11:30〜14:00 ◆プレゼンテーション（中高生6チームによるヘルスケア課題解決アイデアコンテスト）
「inochi Gakusei Innovators’ Program 〜共に助けあう社会を、私たちの手で〜」
inochi Gakusei Innovators’ Program (通称GIP) とは、若者が実際のヘルスケアの
問題に取り組む課題解決型のアイデアコンテストです。今回、GIP関西・関東で「発達障
害と、ともに歩める社会をつくる」ために考案したプランの中から最終選考会にて選出された
5チームと敗者復活戦により一般投票で選ばれた１チームを合わせた計6チームが、
約5カ月間のプロジェクトの成果を発表し、審査員の皆様による採点と、ZOOM視聴者
からの投票により最優秀アイデアを決定いたします。
14:10〜15:40 ◆パネルディスカッション
「inochi Mirai Forum 2020 〜若者の力でinochiを守る社会を創る〜」
大阪・関西万博誘致の段階から活動を続けてきたinochi WAKAZOプロジェクトの
メンバーと、各界の有識者が世代の垣根を越えて、2025年大阪・関西万博とその先の
未来について熱く議論します。
＜パネリスト＞（敬称略）
・澤 芳樹
（大阪大学心臓血管外科教授、inochi万博フォーラム実行委員長）
・鈴木 寛
（東京大学教授、慶應義塾大学教授、 inochi万博フォーラム実行委員）
・宮田 裕章 （慶應義塾大学医学部教授、大阪・関西万博プロデューサー）
・石黒 浩
（大阪大学基礎工学研究科教授、大阪・関西万博プロデューサー）
・森 清
（日本国際博覧会協会副事務総長）
・秋山 怜央 （VAN-PARK archi設計代表 藤本壮介建築設計事務所 所属）
・増田 奈保子（大阪大学医学部医学科3年、inochi WAKAZOプロジェクト全体代表）

鈴木 寛

澤 芳樹

宮田 裕章 氏

石黒 浩 氏

※出演者、進行スケジュールは変更になる場合がございます

＜本件に関するお問い合わせ＞
inochi万博フォーラム運営事務局：上人（じょうにん） TEL：06-6556-6799
E-mail： info.pr@inochi-miraiexpo.com
本イベントのオフィシャルスチール素材は下記よりダウンロードいただけます
https://drive.google.com/drive/folders/1O1VnQQYj-SgLLdeSJkTd-wT13MKycMVC?usp=sharing

第2部 OSAKAあかるフォーラム
16:00〜16:10 ◆オープニング 趣旨・プログラム説明 辛坊 治郎
16:10〜16:30 ◆たかじんアワード表彰式
・2020年度受賞者2組発表‼

第4回
今年で4年目を迎える「たかじんアワード」を同時開催（主催：一般社団法人OSAKAあか
るクラブ）初代キャプテンやしきたかじんの遺志に基づき、これまで大阪のために頑張ってくれ
た人への感謝と、これから大阪のために活躍する人を応援することを目的に開催。4回目を
迎える今年度は、新型コロナウイルスに立ち向かう人々を表彰します。
https://takajinmemorial.com/
※本事業は故やしきたかじんの遺贈金で制作しています。
＜OSAKAあかるクラブとは＞2009年設立。『OSAKA GREAT SUNTA RUN』やドネーションなど、
大阪を民間活力で元気にする活動を展開中。現キャプテンは桂文枝

16:30〜18:00 ◆パネルディスカッション
「EXPO2025 どうなる日本？ どうする大阪！
〜おもしろい、ワクワクから始まる21.5世紀〜」
＜ファシリテーター＞
・辛坊 治郎 （フリーアナウンサー、大阪綜合研究所代表）
・八木 早希 （フリーアナウンサー）
＜パネリスト＞（敬称略）
・橋下 徹
（弁護士、元大阪市長、元大阪府知事）
・松井 一郎 （大阪市長）
・黒田 有
（お笑いコンビ「メッセンジャー」、タレント）
・河瀨 直美 （映画監督）
・須田 慎一郎 （経済ジャーナリスト）
・澤 芳樹
（大阪大学心臓血管外科教授、inochi万博フォーラム実行委員長）
・鈴木 寛
（東京大学教授、慶應義塾大学教授、inochi万博フォーラム実行委員）

18:00〜18:15

辛坊 治郎 氏

◆まとめ 辛坊 治郎 〜 閉会（予定）

松井 一郎 大阪市長

橋下 徹 氏

河瀨 直美 氏

※出演者、進行スケジュールは
変更になる場合がございます

八木 早希 氏

須田 慎一郎 氏

黒田 有 氏

＜本件に関するお問い合わせ＞
inochi万博フォーラム運営事務局：上人（じょうにん） TEL：06-6556-6799
E-mail： info.pr@inochi-miraiexpo.com
本イベントのオフィシャルスチール素材は下記よりダウンロードいただけます
https://drive.google.com/drive/folders/1O1VnQQYj-SgLLdeSJkTd-wT13MKycMVC?usp=sharing

【取材お申し込み書】

返信FAX：06-6531-5085
E-mail： info.pr@inochi-miraiexpo.com

inochi万博フォーラム

EXPO2025
これからのinochiをデザインしよう
～おもしろい、ワクワクから始まる21.5世紀 〜
ご取材・個別インタビューを希望されるメディアの方は必要事項を明記の上、
11月26日（木）17時までにFAXもしくはメールにてご返信くださいますようお願いいたします。

第1部

□ご出席(ご来場)

□ご出席(オンライン)

□ご欠席

第2部

□ご出席(ご来場)

□ご出席(オンライン)

□ご欠席

※オンライン取材の場合は、下記URLから事前にお申し込みの上、ご視聴ください。（一般の方と同様の配信内容です）
https://forms.gle/DMysVypNWw5xB2A17

□個別インタビュー希望
□登壇者（

）氏を希望

□主催、その他のご取材（

）を希望

※囲み取材を含め、橋下徹氏、松井大阪市長につきましては予定しておりません。あしからずご了承ください。

御芳名：

計

名

(ムービー

台 ／ スチール

台)

貴社名：
媒体名：
TEL：

E-MAIL：

予定取材時間：※右記にご来場予定時間をご記入ください。 （

：

）ごろ

通信欄（個別取材内容など）
＜会場：中之島会館＞
〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト4階
TEL (06)6233-4800
1.京阪電鉄中之島線渡辺橋駅 １２番出口直結
2.大阪メトロ四つ橋線肥後橋駅 ４番出口直結
3.大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅 ７番出口徒歩5分
4.東西線北新地駅 １１－５番出口徒歩8分
5.東海道本線大阪駅 桜橋口徒歩11分

