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10:30 開会式

11:30 キーノートセッション1: アフリカの紹介－概要

12:30 キーノートセッション2 : アフリカの新しい視点とアプローチ

15:10 キーノートセッション3: サブセクター別のイラスト －トレンドと機会

13:00 ネットワーキング・ランチ 

11:50 ▶ パネルディスカッション1: アフリカへの投資 －ニーズと戦略

14:30 ▶ パネルディスカッション2: 地理と市場への焦点－成長と協力の可能性のある分野
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17:10 キーノートセッション4 : アフリカでのケアへのアクセス－国際的なパートナーシップの活用

18:20 キーノートセッション5: アフリカの近代性と統合－日本の必要性

16:10 ネットワーキング・ブレイク

リモート

16:30 ▶ パネルディスカッション3 : テクノロジーとイノベーション －未来に向けて

17:30 ▶ パネルディスカッション 4: SDGの見通し－急速な経済成長と人口増加への対応

14:30 ▶ パネルディスカッション2: 地理と市場への焦点－成長と協力の可能性のある分野
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For more interactivity, 
connect to Sparkup!

参加型プラットフォームSparkupへの接続
URL: ccifj.spaRkUp.Live
session code: HHooj


