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■九州大学のソーシャル・ビジネスへの取り組み  

九州大学は、２０１０年３月に、グラミン・クリエイティブ・ラボ＠九州大学 (GCL@九大 )を設立、また、

２０１０年 １２月には一般財団法人グラミン・テクノロジー・ラボを設立しユヌス博士が提唱するソー

シャル・ビジネスを先導 ・推進してきました。また、２０１１年１１月には広義のソーシャル・ビジネス

（NPO/NGO、企業 CSR や慈善事業活動等）を研究する機関として「ユヌス＆椎木ソーシャル・ビ

ジネス研究センター」を開設。以降、広義のソーシャル・ビジネス研究へ取り組みながら「ユヌス博

士のソーシャル・ビジネス」を重点研究領域と位置付け、引続きユヌス博士が提唱する「ユヌス  ソ

ーシャル・ビジネス」の推進・普及に努めています。SBRC では、このＳＢＦＡ in 福岡 2012 開催を  

通じ、将来の日本、アジア、そして世界のために、ソーシャル・ビジネスを活用して社会課題を解

決する大きなムーブメントを福岡よりおこし今後一層ソーシャル・ビジネスを普及・推進していきま

す。 

 

 

 

-  ソーシャル・ビジネス・フォーラム・アジア・イン福岡 ２０１２ 開催概要 – 

 

-   

◆会期：2012 年 7 月 20 日 (金 )  - ７月 22 日 (土 )   

◆会場：九州大学  箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  （福岡県福岡市東区箱崎  6-10-1) 

◆定員：  150 名      

◆参加費：無料    

◆言語：日本語／英語（同時通訳）  

◆主催： 九州大学  ユヌス＆椎木  ソーシャル・ビジネス研究センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

ノーベル平和賞・福岡アジア文化賞大賞受賞者 ムハマド･ユヌス博士を迎え 

ソーシャル・ビジネス・フォーラム・アジア・イン福岡 ２０１２を開催 

「ユヌスソーシャル・ビジネスを活用した社会課題の解決」 

～九州大学が先導し、２０１０月７月、全国各地でソーシャル・ビジネスのイベントを展開～ 
概  要  

九州大学 ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター（SBRC）は、ムハマド･ユヌス博士（グラミン

銀行創設者、ノーベル平和賞、福岡アジア文化賞大賞受賞者、九州大学栄誉教授）を迎え、「ユヌス ソ

ーシャル・ビジネスを活用した社会課題の解決」をテーマに２０１２年７月２０日（金）～２２日（日）にソーシ

ャル・ビジネス・フォーラム・アジア・イン福岡 ２０１２（ＳＢＦＡin福岡 2012）を開催いたします。このＳＢＦＡin

福岡 2012 では、国内・海外よりリーダー企業、行政、市民およびソーシャ・ビジネスの専門家等約１５０名

を招き、シンポジウムやワークショップを開催、フォーラムを通じ、ユヌス博士が提唱するソーシャル・ビジ

ネスについて理解を深め、  参加者とユヌス博士及び世界のソーシャル・ビジネスのパートナーが、社会

課題解決の為のプロジェクトを検討・構築する機会とします。 また併せて一般向けに公開シンポジウムも

開催いたします。 
 



 

 

＜SBFA in 福岡  2012 フォーラム詳細＞  

 

■ ７月２０日 （金）  16:30-18:00  プレス カンファレンス    

場所：  ヒルトン  シーホーク  福岡   

  （参加者） ユヌス博士／フォーラムパネリスト 

 

■ ７月２０日 （金）  19:00-21:30  レセプション  パーティ   

場所：  ヒルトン  シーホーク  福岡  

  ユヌス博士スピーチ／福岡県知事挨拶／九州大学有川総長挨拶、等  

 

■ ７月２１日 （土）  【フォーラム：第 1 日】   

   場所：  九州大学  箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  

 

 ＜午前＞  ９:００-１１:３０   「パネルディスカッション」 

◎ ユヌス博士  基調講演  

◎ パネリストによる「グラミン・ソーシャル・ビジネス」体験発表  

◎ パネルディスカッション  

 

 【コメンテーター】  ムハマド・ユヌス博士  

【パネリスト】   グラミン・雪国まいたけ   （共同経営者  佐竹右行氏）  

ワタミ株式会社       （会長  渡邊美樹氏）  

シンガポール国立大学  （教授／アントレプレナーセンター所長  ポー・カーン氏）  

          NPO 法人  プラネットファイナンス  （会長  ロベール・ヴェルディエ氏）  

           グラミン・キャピタル・インド       （CEO ロイストン・バラガンザ氏 )       

          九州大学      （教授／SBRC エグゼクティブ・ディレクター  岡田昌治）  

   

＜午後＞  １３ :００- １７ :００  「プロジェクト創出  グループワーク」 （体験型）  

場所：  九州大学  旧工学部本館  会議室  3 階／グラミン・クリエイティブ・ハウス  

    ※  予め SBRC より選定した複数のプロジェクトにつき、リーダーがプロジェクトを発表。参加

者は関心があるプロジェクトを選び「アイディア・インプット」の立場よりワークショップへ参

加。参加者の皆様からは当ワークショップへの参加を通してソーシャル・ビジネスの組立

てを体感いただく事を目的としています  

 

■ ７月２２日 （日）    【フォーラム：第 2 日】      

   ９：００-１２ :３０   ユヌス博士へのワークショップ  プロジェクト発表  

    各プロジェクトリーダー（国内・海外）が、協議したプロジェクトについてユヌス博士へ発表を  

行います  

 

１４：００-１７ :３０   一般向け公開シンポジウム  

14:00-15:30   ◎ウーマンズ・リーダーズ・シンポジウム  「社会における女性のリーダーシップ」  

15:45-17:30   ◎一般シンポジウム「  「アート・創造性を活用したソーシャル・ビジネス促進」  

                                           （※概要については以下参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 ＜一般の方への公開イベント  概要＞ 

  

① 学生によるユヌス＆ユース・ソーシャル・ビジネス・  デザイン・コンテスト 2012  

   7 月 21 日（土）  14：00～17：00 （受付：13：30～）  九州大学箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  

「Create Social  Business Hub in Japan by Youth.」をミッションに掲げ活動する学生団体、ユヌ

ス・ソーシャル・  ビジネス・クラブ（YSBC）主催によるコンテスト。全８回の事前ワークショップ開催を

とおして各チームがソーシャル・ビジネス・プランを立案しユヌス博士を含む審査員へ発表。優勝チ

ームは、今秋ウィーンで開催されるソーシャル・ビジネス国際会議「グローバル・ソーシャル・ビジネ

ス・サミット（GSBS）」出場権を手にします。  

 

② SBFA 2012 ソーシャル・ビジネス・プロジェクト発表  

   7 月 22 日（日）  10：00～12：30 （受付：09：30～） 九州大学箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  

 

今年のテーマである「ユヌス ソーシャル・ビジネスを活用した社会課題の解決」についてフォーラム

参加者（国内・海外）が協議・立案した各プロジェクトを、ユヌス博士へ発表を行います。ユヌス博

士からのコメントをもとに SBFA 終了後もさらなるブラッシュアップを図ることでプロジェクトの事業化

を進めることができます。  

 

③ ウーマン・リーダーズ・シンポジウム    九州大学箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  

   7 月 22 日（日）  14:00～15：30 （受付：13:30～） 

   テーマ  「社会における女性のリーダーシップ」  

社会で活躍する女性リーダーをパネリストにお迎えし、良い社  会つくりにおいて女性が果たす役

割について語っていただきます。女性を中心とした参加者が社会におけるリーダーシップと自発的

な社会参加の在り方について考え、行動する契機にします。パネリストには現在ご活躍されている  

女性起業家の方をお招きする予定です。  

 

④ 一般シンポジウム                九州大学箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  

   7 月 22 日（日）  15：45～17：30 （受付：15：30～） 

テーマ  「アート・創造性を活用したソーシャル・ビジネス促進」  

芸術・アートのもつ力や創造性を活用したソーシャル・ビジネスについて、ユヌス博士と実娘（オペ

ラ歌手）による父娘トークセッション、上記テーマに沿ったソーシャル・ビジネスに取り組む国内外の

パネリスト（ハンス氏・ユニバーサルデザイン佐藤氏・工房まるなど予定）をお招きしたディスカッショ

ンを予定。 

 

⑤サイン会                        九州大学箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  

  7 月 22 日（日）  17：30～18：30 

  

⑥上映会（BONSAI PEOPLE) 【英語、日本字幕】   九州大学箱崎キャンパス  50 周年記念講堂  

  7 月 22 日（日）  19：00～20：00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【参考】  ユヌス博士（東京スケジュール） 

 

７月２３日（月）（18:30-21:00）   

●「絵のない絵本」出版記念イベント（場所：昭和女子大学）   (共催：九州大学 SBRC)  

 

７月２４日（火）（13:30-18:30）   

●一般公開イベント  （13:30-18:30）  （場所：日本財団）  

「ノーベル平和賞受賞者  ムハマド・ユヌス氏来日シンポジウム  

～ビジネスと社会性の融合が生み出す可能性～」 
主催：ソーシャルクロスアライアンス  共催：九州大学 SBRC/日本財団  

 

７月２５日（水）     

●ウーマンズ・リーダーズ  シンポジウム  2012 

「ユヌス博士と共に震災被災者の中長期自立復興支援を考える」  
    主催：九州大学 SBRC/GTL 共催：（株 ）エムズ／コラボラボ  協賛：ハリウッド大学大学院  

 

  ●金融庁／アジア開発銀行研究所  (共催：九州大学 SBRC) 

  ●日本施策学校  (共催：九州大学 SBRC)  

 

７月２６日（木）    

●外国人記者クラブ記者会見  

 

※その他、企業役員との個別面談、エグゼクティブディナー等を予定しています 

 

 

 

■その他・添付資料など  

 

添  付： SBFAin 福岡 2012 開催概要／一般公開シンポジウム案内チラシ  

参  考：九州大学  ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター  

URL http ://sbrc.kyushu-u.ac.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合せ】（担当：田中） 

九州大学 ユヌス＆椎木 ソーシャル・ビジネス研究センター 

TEL：(092)-642-2744 

FAX：(092)-642-2747 

Email: info@sbrc.kyushu-u.ac.jp 

 

会場準備の都合、７月２０日 (金 )開催のプレス・カンファレンスを始めとする  

ＳＢＦＡの取材を希望される場合は SBRC(田中 )へ事前に会社名、参加者数の  

ご連絡をお願いいたします。スケジュールの都合上、ユヌス博士への個別取材は

できませんが、７月２０日（金）のプレスカンファレンスにて、記者の皆様から

の質問を受け付けます。  

http://sbrc.kyushu-u.ac.jp/
mailto:info@sbrc.kyushu-u.ac.jp

