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ラッシュジャパン

社会的起業
不況や雇用崩壊、環境問題や貧困・格差が社会に広がり、自分らしく生き生きと働く場が壊れつつ
ある現在。そうしたなか、社会変革・社会貢献と収益事業を両立させる「社会起業」というクリエ
イティブな働き方・生き方が注目されています。このクラスでは、多彩な講師陣を迎え、それぞれ
の活動や事業を始めたきっかけ、そこに込められた思い、また実際の運営のしくみややりがい、困
難などを、具体的な体験や事例も交えながら、ざっくばらんにお話しいただきます。
● 2011 年５月〜 12 月 ● 基本的に隔週水曜日 19:00 〜 21:00
● 全 14 回 / 定員 30 名 ● 受講料 38,000 円

社会的起業ってなに？
大江正 章 （コモンズ代表 / ジャーナリスト /PARC 理事）

一杯のコーヒー・紅茶から始まる民際協力
井 上 礼 子 （NPO 法人パルシック代表理事）

地球と子孫の未来を壊さず、自分に納得ゆく仕事
をするのは、決して非現実的ではありません。自
らの起業体験もふまえて、楽しさと困難さの双方
をお話しします。

貧困問題の解決のための民際協力を、日本社会の
広範な人々の参加を得て行なうために、どのよう
な社会的企業としての在り方が可能かを、みなさ
んと一緒に考えたい。その際に WIN-WIN といわ
れる言葉の裏にあるウサン臭さや限界も見ておきたい。

●主著：
『地域の力─食・農・まちづくり』岩波新書 2008/『農業という仕事─
『おカ
食と環境を守る』岩波ジュニア新書 2001 ●参考文献：田中優（編著）
ネが変われば世界が変わる─市民が創る NPO バンク』コモンズ 2008

●訳書：ジョン・ピルジャー『世界の新しい支配者たち─欺瞞と暴力の現場か
『徹底解剖 100 円ショッ
ら』岩波書店 2004 ●主著：アジア太平洋資料センター
プ─日常化するグローバリゼーション』
（共著）コモンズ 2004

6/2（⽊）

パン屋さんでも社会を変えられる
チャールズ・マクジルトン
（セカンドハーベスト・ジャパン理事長）

あなたも明日からパン屋さんになれます。
●参考文献：大原悦子『フードバンクという挑戦─貧困と飽食のあいだで』岩
波書店 2008
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地域の貧困問題を解決する社会起業
藤田孝 典（NPO 法人ほっとポット代表理事 / 社会福祉士）
ほっとポットは 2006 年に創設した生活困窮者支援
を行なう NPO 法人です。社会起業をきっかけに地
域にアクションを起こしている実践を紹介します。
●主著：
『反貧困のソーシャルワーク実践─ NPO「ほっとポット」の挑戦』
（共
『反貧困のソー
編著）明石書店 2010 ●参考文献：藤田孝典・金子充（共編著）
シャルワーク実践─ NPO「ほっとポット」の挑戦』明石書店 2010/ 牧里毎治
（監
修）
『福祉系 NPO のすすめ』ミネルヴァ書房 2011（近刊）
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「協同」のチカラで循環型社会を実現！
─コープ自然派の挑戦

岸

健 二 （生活協同組合連合会コープ自然派事業連合 商品担当理事）

コープ自然派は関西・四国の８生協で事業連合を
組織しています。全国にある 13 の事業連合のうち、
一番小さく、一番新しい。事業の中心は有機農業
の推進です。1000 人の有機農業者を育て、地域
経済の発展・地域循環社会を実現することが目標です。昨年、
有機のがっこうを熊本・徳島に開校して、高品質・多収量な
有機野菜の生産をめざしています。
●参考文献：内橋克人『浪費なき成長─新しい経済の起点』光文社 2000/ 小
祝政明『有機栽培の肥料と堆肥─つくり方・使い方』農山漁村文化協会 2009
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マイクロファイナンスで
すべての人に自立するチャンスを
シ ン

テ ジ ュ ン

慎 泰 俊 （LIVING IN PEACE 代表理事）
金融サービスは、人間が生きていくのに欠かせない社会イン
フラの一つです。まだ金融へのアクセスを持たない人々に機
会を提供するマイクロファイナンスの仕組み、その課題につ
いてお話しします。
●主著：
『15 歳からのファイナンス理論入門─桃太郎は、なぜ、犬、猿、キ
ジを仲間にしたのか？』ダイヤモンド社 2009 ●参考文献：ムハマド・ユヌス ,
アラン・ジョリ『ムハマド・ユヌス自伝─貧困なき世界をめざす銀行家』
（訳
書）早川書房 1998/Stuart Rutherford,Sukhwinder Arora『The Poor and Their
Money』Practical Action 2011
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アートを仕事に

秋 山 映 美 （株式会社ラッシュジャパン キャンペーン担当）
ラッシュは環境や平和などの社会的課題を消費者に伝える
キャンペーンを行なっています。例えば、東南アジアではパー
ム油を生産するプランテーションによって、熱帯の森が次々
と破壊されています。解決に向けた第一歩として、私たちに
できることは何かを考えます。
●参考 HP：ラッシュジャパン「PALM FREE はじめの一歩」
http://www.lushjapan.com/contents/palmfree/index.asp
FoE Japan「パーム油と森林」http://www.foejapan.org/forest/palm/index.html
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つくる人、運ぶ人、使う人、
みんなを幸せにするエシカルジュエリー
白 木 夏 子 （HASUNA Co.,Ltd. 代表取締役）
貧困問題、環境問題…ジュエリー業界を取り巻
く環境は、様々な問題を抱えている場合があり
ます。そうした問題の解決に向けて働きかける
HASUNA。社会起業の事例をご紹介します。
●参考文献：桃井和馬『辺境からの E メール Photo-essay』求龍堂 1999/ 大
島七々三『社会起業家の教科書』中経出版 2010

10/8（⼟）午後
荒川区東日暮里を訪ねる

野宿者と共に立ち上げた協同事業
中 村 光 男 （企業組合 あうん）
山谷の日雇労働者や野宿者の活動をベースに、企
業組合あうんをどのように運営し、その将来をど
う考えているのか、今回、経験を交えてお話した
いと思っています。
●参考文献：共生型経済推進フォーラム編『誰も切らない、分けない経済─
時代を変える社会的企業』株式会社同時代社 2009
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音楽×デザイン×ヒトで
世界から貧困をなくそう！
長 島 美 紀 （一般財団法人 mudef 事務局長）
国際協力を「広報する」ということ。
「何も知らない」人に関
心を持ってもらうには何が必要でしょうか？ アーティストと
一緒に国際協力を行なう mudef の取り組みを紹介します。

─障がいのある人の表現活動の価値を社会に問う

柴 崎 由 美 子 （エイブルアート・カンパニー本部・関西事務局〈財団法
人たんぽぽの家〉）

障がいのある人のアートを広告や商品のデザイン
に使用することを仲介し、仕事につなげるエイブ
ルアート・カンパニー。現場見学と実践紹介を通
して、障がい・アート・仕事の関係をみつめます。
●主著：日本障害者芸術文化協会（編）
『こんなアートスペースがあったらいい
な─障害のある人・アート・まち』財団法人たんぽぽの家 2000/『文化政策と
CCD セミナー 持続可能な文化発展』
（講演録）財団法人たんぽぽの家 2009
●参考文献：播磨靖夫（編著）
『生命の樹のある家─進化する NPO、深化す
る NPO』財団法人たんぽぽの家 2003/ エイブル・アート・ジャパン（編著）
『生
きるための試行─エイブル・アートの実験』フィルムアート社 2010
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毎日お金を稼ぐ仕事が
社会に貢献しなくては意味がない
浅 井 隆 （アップリンク社長）
戦後、日本の企業は自分の会社のためでなく、国民の生活を
豊かにするという思いを込めてモノ作りをしてきました。今
の日本では、子どもや弱者からお金をいかに巻き上げるかを、
上場している企業が考えています。テレビでゲーム代無料と
宣伝し、ゲームにはまった子どもから数万円を巻き上げる企
業はその代表です。もちろん、その CM を流しているテレビ局、
その同列の新聞社もそうです。この講義では、未来の日本で
生きていくために必要な「仕事」について話したいと思います。
● HP：
「浅井隆の日記」http://www.webdice.jp/diary/10/ ●参 考 HP：web
マガジン「webDICE」http://www.webdice.jp

12/17（⼟）午後
世田谷区経堂「paxi house tokyo」を訪ねる

ぱくぱく ! パクチーで旅と平和の空間づくり
佐 谷 恭 （株式会社旅と平和代表取締役社長 / パクチーハウス東京チー
フカタリスト）

“ 旅と平和 ” を切り口にさまざまなことにチャレン
ジする旅人の佐谷恭と申します。常識を疑い、冗
談を本気にまで高めてきた面白起業ストーリーを
お話しします。
●主著：
『ぱくぱく！パクチー』情報センター出版局 2008

●主著：
『FGM（女性性器損傷）とジェンダーに基づく迫害概念をめぐる諸課
題─フェミニズム国際法の視点からの一考察』早稲田大学出版部 2011 ● HP:
「mudef-Music Design Foundation」http://www.mudef.net/
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フェアトレードの拡大とピープル・ツリーの歩み
胤 森 な お 子 （ピープル・ツリー 常務取締役）
フェアトレード・ファッションを牽引する「ピー
プル・ツリー」20 年の歩みを、社会企業家サフィ
ア・ミニーの軌跡、さまざまな人びとの参加と支え、
講師自身の体験や想いなどを交えてお話します。

※この回は「paxi house tokyo」で行ない、その後交流会も予定しています（別途飲
食代がかかります）
。

●参考文献：長坂寿久（編著）
『日本のフェアトレード─世界を変える希望の
貿易』明石書店 2008/ サフィア・ミニー『おしゃれなエコが世界を救う─女社
長のフェアトレード奮闘記』日経 BP 社 2008
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6/29
オリエンテーション

千代田区外神田「アーツ千代田 3331」を訪ねる

─石けんから始まる社会変革

─ 仕事をとおして社会を変える！
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11/19（⼟）13：00 〜 15：00

