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■背 景 

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 22 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、同年 12 月には一般財団法人グラミン・テクノロ

ジー・ラボの設立に参画するなどユヌス博士が提唱するソーシャル・ビジネスの普及・推進を先導し、

平成 23 年 10 月には世界初の本格的な研究拠点としてユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター

を設立しました。 

平成 22 年 7 月以来、福岡、東京、大阪、京都の各都市にユヌス博士を招へいし、毎年さまざまなテ

ーマで開催してきた SBFA を通して、国内外のソーシャル・ビジネス・プロジェクトやソーシャル・ビ

ジネス・カンパニーが立ち上がり、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）を発表した福岡市において、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。 

 

■内 容 

≪公開シンポジウム１（東京）≫（参加者募集中） 

・日 時：平成 26 年 7 月 16 日（水）14:00～17:30 

・会 場：ハリウッド大学院大学・ハリウッドビューティ専門学校 

     〒106-8541 東京都港区六本木 6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドプラザ  

・対 象：ソーシャル・ビジネスの実践に関心のある方 

・参加費：社会人 5,000 円 ／ 学生 2,000 円 

・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 

・共 催：ハリウッド大学院大学 

・後 援：一般財団法人 日本政策学校 ／ 公益財団法人 松下政経塾 

 

【プログラム】 

14:00 - 14:20 オープニング 

14:20 - 14:40 ムハマド・ユヌス博士 基調講演  

14:40 - 15:20 事例発表 

15:20 - 15:30 休憩 

15:30 - 16:30 対談 （ユヌス博士 × ジャーナリスト 池上 彰 氏） 

16:30 - 17:10 プレナリースピーチセッション「ソーシャル・ビジネスと日本」 

17:10 - 17:25 アナウンス 「ソーシャル・ビジネス・ファンド設立」「YY コンテスト報告」他 

17:25 - 17:30 クロージング 

 

 

「ソーシャル・ビジネス・フォーラム・アジア ２０１４」 

～ 日本とソーシャル・ビジネス、その実践知 ～ 

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、ノーベル平和賞受賞者、九州大学栄誉教授）を迎え、平成 26 年 7 月 15 日（火）～18 日

（金）に、ソーシャル・ビジネス・フォーラム・アジア（SBFA）2014 を東京と福岡で開催します。

今年で 5 回目の開催となる SBFA 2014 では、「ソーシャル・ビジネスの実践」をテーマに、ユヌス

博士が提唱し、世界中で実践するソーシャル・ビジネスについて理解を深め、博士との対談やパネ

ルディスカッションにご登壇いただく実践者とともに、参加者が行動を起こすための場とします。 



 

 

≪公開シンポジウム２（福岡）≫（参加者募集中） 

・日 時：平成 26 年 7 月 18 日（金）14:30～17:30 

・会 場：九州大学箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂 

     〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-10-1 

・対 象：ソーシャル・ビジネスの実践に関心のある方 

・参加費：社会人 5,000 円 ／ 学生 2,000 円 

・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 

・協 力：株式会社リバース・プロジェクト 

・協 賛：三木商事 株式会社 ／ 税理士法人 武内総合会計 

 

【プログラム】 

14:30 - 14:35 オープニング 

14:35 - 15:15 ムハマド・ユヌス博士 基調講演 ＋ 質疑応答 

15:15 - 15:45 事例発表 

15:45 - 16:00 休憩 

16:00 - 16:40 対談 （ユヌス博士 × 株式会社リバース・プロジェクト代表 伊勢谷 友介 氏） 

16:40 - 17:20 パネルディスカッション 「Yunus & Youth 大学とソーシャル・ビジネス」 

17:20 - 17:25 アナウンス 「ソーシャル・ビジネス・ファンド設立」「YY コンテスト報告」他 

17:25 - 17:30 クロージング 

 

 

≪その他の企画≫ 

１．Yunus & Youth Social Business Design Contest 2014 

・日 時：平成 26 年 7 月 15 日（火）15:00～17:00 

・会 場：創価大学 中央教育棟ディスカバリーホール 

     〒192-8577 東京都八王子市丹木町 1-236 

・主 催：Yunus & Youth Social Business Design Contest 2014 実行委員会 

・共 催：創価大学、九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター 

・協 力：Yunus Social Business Club  

 

２．CSV フォーラム～企業は社会問題を解決できるか～ 

・日 時：平成 26 年 7 月 16 日（水）10:00～11:30 

・会 場：如水会館（2Ｆ）オリオンルーム 

     〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビルディング 

・主 催：一橋大学大学院国際企業戦略研究科 

・共 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター 

コーディネーター 井上 

電話：０９２－６４２－２７４４ 

FAX：０９２－６４２－２７４７ 

Mail：info@sbrc.kyushu-u.ac.jp 





ユヌス博士×池上 彰氏（東京）伊勢谷 友介氏（福岡）

対　談

株式会社リバースプロジェクト

ジャーナリスト





報道関係者各位 

「Yunus&Youth Social Business Design Contest 2014」 

6/28に予選会、7/15にユヌス博士を招いて本選を開催 

 

7月 15日(火)、創価大学と九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター共催による、Yunus 

& Youth Business Design Contest2014 を創価大学で開催します。本企画は、「社会問題を解決したい」

「社会貢献がしたい」「人の役に立ちたい」とする学生を対象に、ユヌス・ソーシャル・ビジネスに関す

る知識の習得とプラン作成の実践の場を提供するものです。事前のワークショップ、予選会、本選のコ

ンテストを通し、ユヌス博士が提唱するソーシャル・ビジネスを学び、学生が自らのキャリアと世界と

の関わり方を考える機会とすることを目的としています。 

当日の本選コンテストでは、6月 28日の予選会を勝ち抜いた上位 4チームが、ムハマド・ユヌス氏を

はじめとする審査員の前で各チームのビジネスプランを発表します。出場チームの中から、最優秀の 1

チームには本年 11月メキシコで行われる Global Social Business Summit2014に日本代表として参加す

る資格が与えられます。 

なお、6月 28日の予選会では 7月 15日の本選に出場する上位 4チームを決定。3回のワークッショッ

プを経て、ビジネスプランを練り上げた全 40チーム（慶応大学、東京工業大学、立命館大学、上智大学、

早稲田大学、創価大学、アメリカ創価大学などから約 200名）がそれぞれのプランを発表する予定です。 

 

◆予選会詳細 

日時： 6月 28日（土）12時～18時 

場所：創価大学中央教育棟 AE452、AE453、AW403、AW404教室 

参加：ワークショップに参加した約 40チーム 

◆本選詳細 

日時：7月 15日（火）15時～17時 

場所：創価大学中央教育棟ディスカバリーホール（約 1000名） 

参加：予選会で選ばれた 4チーム 

◆Yunus＆Youth Social Business Design Contest 2014基本情報 

主催：Yunus & Youth Social Business Design Contest 2014 in 東京 実行委員会 

共催：創価大学、九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター 

協力：ユヌス・ソーシャル・ビジネス・クラブ（YSBC） 

会場：創価大学（東京都八王子市丹木町 1-236 ＪＲ八王子駅からバス 15分） 

参加対象者：社会問題の解決、社会貢献、ソーシャル・ビジネスに関心がある全国の大学、短大、専門

学校に在学している学生（留学生も可） 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

創価大学：企画室企画広報課 042-691-94442 ＦＡＸ042-691-9300 

Yunus & Youth Social Business Design Contest 2014 in 東京 実行委員会：yycontest2014@gmail.com 


