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・日 時：平成 30年 10月 27日（土）14:00～19:00（受付 13:30～） 

・会 場：法政大学 外濠校舎 6F 薩埵(さった)ホール 東京都千代田区富士見 2-17-1 

・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（SBRC) 

・後 援：タイアジア工科大学院ユヌスセンター 

台湾国立中央大学ユヌスセンター マレーシア  myHarapan 

オーストラリア ラトローブ大学ユヌスセンター 

一般社団法人ソーシャル・ビジネス・アカデミア・ネットワーク 

福岡地域戦略推進協議会、NTT西日本、株式会社ボーダレス・ジャパン 

協力 : 法政大学 キャリアデザイン学部 田中研之輔クラス 

・定 員：600名(申し込み先着順) ※同時通訳あり（100台限定・要事前予約） 

・お申し込みフォーム：https://goo.gl/forms/Ej8d6ezHqaHPRTAt2 

 ※メディアの皆様にも取材いただけます。取材希望の方は 10月 25日（木）までに 

下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

 
 

 
【お問い合わせ】 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） 

フィッシュ明子 

                       電話：092-553-9481  FAX：092-553-4578 

Mail：akikofish@sbrc.kyushu-u.ac.jp  

九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター主催  

アジアのユヌスセンターが集まる Social Business Forum Asia 2018 Autumn を開催 

九州大学は、平成 19年 7月にグラミン・グループと交流協定を締結し、平成 23年 10月にユヌ

ス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センターを設立。以来、全国の各都市にユヌス博士を招へい

し、毎年さまざまなテーマで Social Business Forum Asia (以下、SBFA)を開催してきました。現

在は特に「ソーシャル・ビジネス・ハブ・イン・アジア」の共同宣言（平成 22年）を発表した福

岡市とともに、アジアにおけるソーシャル・ビジネスの拠点としての活動に力を入れています。   

九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター（以下 SBRC）は、平成 30年 10月 27

日（土）に、SBFA 2018 Autumnを、東京都千代田区の法政大学にて開催します。 

SBFAはノーベル平和賞受賞者の Muhammad Yunus博士が提唱しているソーシャル・ビジネスのム

ーブメントを広げていくことを目的とし、世界中のアカデミアのみならず、関心のある企業や一

般市民も対象にしたオープンなフォーラムを過去開催してきました。 

平成 30年 4月 28日（土）に福岡市のスタートアップ施設 Fukuoka Growth Nextで行われた SBFA 

2018 Springでは、国内外で活躍する事業家たちの講演やパネルディスカッションに加え、アジア

太平洋のユヌスセンターが一堂に会し「Yunus Social Business Design Contest Asia-Pacific」

を共同事業としてスタートさせるための公開ミーティングと覚書締結セレモニーを開催しまし

た。 

今回はいよいよ「Yunus Social Business Design Contest Asia-Pacific」初の催しとして、タ

イ、台湾、マレーシア、オーストラリアのソーシャル・ビジネス・コンテスト優勝チームが一堂

に集結し、それぞれのプレゼンテーションを行います。なお、10月 6日（土）に法政大学にて実

施されたソーシャル・ビジネス・デザイン・コンテスト「YYコンテスト 2018」グランドチャンピ

オン大会で選ばれたチームが、日本代表として登壇します。 
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SA
T 外濠校舎6F 薩埵ホール

法政大学
東京都千代田区富士見2-17-1

さ っ た

定　員
600名

参加無料

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（SBRC）　
協　力 タイアジア工科大学院ユヌスセンター／台湾国立中央大学ユヌスセンター／
 マレーシアmyHarapan ／オーストラリア ラトローブ大学ユヌスセンター／
 一般社団法人ソーシャル・ビジネス・アカデミア・ネットワーク／福岡地域戦略推進協議会／
 株式会社ボーダレス・ジャパン／法政大学キャリアデザイン学部 キャリア体験 田中研之輔クラス

レシーバー要予約

レシーバー限定100台

イベントお申込み時に
ご予約ください

同時通訳あり
参加ご希望の方は
右のQRコードより
お申込みください。

ノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス博士が提唱する、
社会課題を解決するソーシャル・ビジネス。
アジアの４つのユヌスセンターから
ソーシャル・ビジネス・コンテストの優勝者が一堂に集結！



　SBFAはノーベル平和賞受賞者のMuhammad Yunus 博士が提唱しているソーシャル・ビジネスのムーブメントを広
げていくことを目的とし、九州大学 SBRCが世界中のアカデミアのみならず、関心のある企業や一般市民も対象にした
オープンなフォーラムとして過去開催してきました。平成30年4月28日に福岡市のスタートアップ施設 Fukuoka 
Growth Next で行われた SBFA 2018 Spring では、国内外で活躍する事業家たちの講演やパネルディスカッション
に加え、アジア太平洋のユヌスセンターが一堂に会し「Yunus Social Business Design Contest Asia-Pacific」
を共同事業としてスタートさせるための公開ミーティングと覚書締結セレモニーを開催しました。
　今回はいよいよ「Yunus Social Business Design Contest Asia-Pacific」初の催しとして、ソーシャルビジネ
スに関心の高い法政大学にタイ、台湾、マレーシアのソーシャル・ビジネス・コンテスト優勝チームが一堂に集結し、
それぞれのプレゼンテーションを行います。

Social Business Forum Asia 2018 Autumn

16:05̶16:30 オーストラリア代表（発表15 分　質疑応答10 分）

  ̶休憩（10 分間）̶

16:40 パネルディスカッション

 テーマ「アジアのユヌスソーシャルビジネスネットワーク」

 

 【登壇者】

 【モデレーター】

 法政大学 キャリアデザイン学部 教授　田中 研之輔 氏

17:50̶18:00 クロージング

タイ・台湾・日本で活動する３つのユヌスセンターと、マレーシアで活動する若者
向けの支援団体らが、これまで取り組んできた活動や今後の取り組みを紹介する。

Faiz Shah （アジア工科大学院 ユヌスセンター ディレクター）予定
Mark Shen（台湾国立中央大学 ユヌスセンター ディレクター）予定
Nurfarini Daing （マレーシア myHarapan CEO） 予定
岡田 昌治 （九州大学 SBRC　エグゼクティブディレクター）

田中 研之輔 氏 （法政大学 キャリアデザイン学部 教授）

オープニング

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）

クロージング

ユヌス博士ビデオメッセージ

14:00̶14:10

受付13:30̶

パネルディスカッション

「アジアのユヌスソーシャルビジネスネットワーク」

17:20̶18:50

18:50̶19:00

14:10̶14:15

「ユヌス・ソーシャル・ビジネスとは」14:15̶15:00

日本 YYコンテスト代表（九州大学 SBRC）15:00̶15:25

挨拶　星野 裕志

九州大学 SBRC　岡田 昌治

九州大学 SBRC センター長

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

テーマ

登壇者

モデレーター

タイYYコンテスト代表（アジア工科大学院 ユヌスセンター）15:30̶15:55

台湾コンテスト代表（台湾国立中央大学 ユヌスセンター）16:10̶16:35

マレーシアコンテスト代表（myHarapan）16:40̶17:05

挨拶　田中 研之輔 氏

̶休憩（15 分間）̶

̶休憩（15 分間）̶

PROGRAM

お問い合わせ 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）

九州大学は、平成19年7月にグラミン・グルー

プと交流協定を締結し、平成23年10月にユヌ

ス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター

を設立。以来、全国の各都市にユヌス博士を招

へいし、毎年さまざまなテーマで SBFAを開

催してきました。現在は特に「ソーシャル・ビ

ジネス・ハブ・イン・アジア」の共同宣言（平成22年）を発表した福岡市とともに、

アジアにおけるソーシャル・ビジネスの拠点としての活動に力を入れています。

グラミン銀行創設者であり、ノーベル平和賞受賞者であるバングラデシュのムハマ

ド・ユヌス博士が提唱するソーシャル・ビジネスを具現化するために、日本で唯一

のユヌスセンター である九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター

（SBRC）が開催するYYCONTEST。 

革新的なソーシャル・ビジネスの創出を目的とし、過去 6 回の開催でも、自立的・

持続的に社会的課題を解決するビジネスを創出してきました。 メンター伴走型の丁

寧な取り組みと、豪華ゲストによる充実したワークショップが特徴です。

E-mail : info@sbrc.kyushu-u.ac.jp
〒815-0032　福岡市南区塩原４丁目９番１号

Facebook
https://www.facebook.com/
yunus.sbrc/?ref=br_rs

FOLLOW US ON

Twitter
https://twitter.com/SBRC12

SBRC ホームページ
http://sbrc.kyushu-u.ac.jp/
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会場アクセス

最寄り駅からのアクセス

法政大学 市ケ谷キャンパス

〒102-8160　東京都千代田区富士見2-17-1

さ っ た

【 J R 線 】  総武線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分 
【地下鉄線】  都営新宿線：市ヶ谷駅下車徒歩10分 
【地下鉄線】  東京メトロ有楽町線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分 
【地下鉄線】  東京メトロ東西線：飯田橋駅下車徒歩10分
【地下鉄線】  東京メトロ南北線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分 
【地下鉄線】  都営大江戸線：飯田橋駅下車徒歩10分

外濠校舎6F 薩埵ホール

YYコンテスト


