神戸ソーシャルセミナー&セッション(2019年度) 実績
【会

場】 神戸市協働と参画のプラットホーム(兵庫県神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル2階)

【コンセプト】
No

テーマ

21
防災
22

23

24

NPO、行政、企業、大学、学生、市民等との「協働と参画」を促すため、SDGs(持続可能な開発目標)をテーマに、様々な社会課題と、それらに取り組む
各セクターを知る機会と関心のあるもの同士がつながるきっかけをつくる。
サブテーマ

ゲスト団体名

ゲスト名
(敬称略)

イベント「LOVEフェス3.11」にかかわる防災士による防災
関連ワークショップを交えての取り組みについて

成松秀夫/
小波津陽

「防災」「福島」「神戸」をテーマとしたシネマフューチャー
セッションを実施。上映予定の【1/10 福島に聞いてみる
2019】の監督も来場予定。

2019/1/23 LOVEフェス3.11実行委員会

神戸ソーシャルセッション「vol.5」
（「災害」そして「福島」「神戸」につい
てみんなで考える）シネマフュー
チャーセッション

2019/1/26

関西フューチャーセンター/
監督

ソーシャルセミナーwithブロック
チェーン

2019/2/13

ソーシャルアクションカンパニー
佐藤正隆
㈱

神戸ソーシャルセミナーwith男性学
&女性のキャリア

2019/2/23 関西フューチャーセンター

2019/3/6

灘中・灘高校/
㈱NOTICE

「産業、技術革新、インフラ」をテーマとしたフューチャー
セッションを実施。協働の可能性を参加者と探る

片田孫朝日/
布谷由紀子

ジェンダー平等について「男性学」や特に日本の女性の働
き方やキャリアについて

女性と子ども支援センター ウィ
正井禮子/
2019/3/27 メンズネット・こうべ/
実吉威
ひょうごコミュニティ財団

27

神戸ソーシャルセッション「vol.7」
（「ジェンダー平等」をみんなで目指
す）フューチャーセッションwith JICA
関西

2019/3/30

28

神戸ソーシャルセミナーwith セー
ブ・ザ・チルドレン

SDG5「ジェンダー平等」

関西フューチャーセンター
/JICA関西

社会貢献をブロックチェーン技術で可視化する
「ACTCOIN」を開発、運用した経緯や仕組みについて

成松秀夫

神戸ソーシャルセミナーwith ウィメ
ンズネット&有園博子基金

26

内容

小坂宙

ソーシャルセミナーwith防災

SDG9「産業・技術革新・インフ
ラ」
神戸ソーシャルセッション「vol.6」
（「イノベーション」で社会課題を乗り
越える）フューチャーセッション

25

実施日

成松秀夫/
大井佳子

2019/4/3 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 伊藤愛

DV被害にあった女性やシングルマザー、子どもの支援に
ついて
+有園博子基金についての紹介
国内外の女性の教育支援の必要性についてのセミナーお
よび「ジェンダー平等」をテーマとしたフューチャーセッショ
ンを実施。協働の可能性を参加者と探る
国内外で保険・栄養、教育などの分野や貧困問題解決、
虐待の予防など子どもたちの権利を実現するため活動と
SDGsとのつながりについて

神戸ソーシャルセミナーwith テラ・
ルネッサンス

2019/4/10 テラ・ルネッサンス

栗田佳典

アフリカ・アジア地域で元子ども兵や紛争被害を受けた女
性の社会復帰、平和教育などの活動について

30

神戸ソーシャルセッション「vol.8」
（「平和で公正な世の中」をみんなで
目指す）シネマフューチャーセッショ
ン

2019/4/27 関西フューチャーセンター

成松秀夫

「コスタリカの奇跡」を見て、平和で公正な世の中を考える
シネマ・フューチャーセッション

31

神戸ソーシャルセミナーwith 海外
研修生

坂西 卓郎/
海外研修生

アジア、南太平洋地域の人々との交流を通して学び、そこ
から毎日の生活を問い直し、平和（Peace）と健康（Health）
を担う人材を育成（Human Development）し、「ともに生き
る」社会をめざす活動について

GIVE&GIFT・チュラキューブ/
2019/5/25 Co.to.hana/
関西フューチャーセンター

中川 悠/
丸毛 幸太郎/
成松秀夫

障がい者就労や若者の就労に関する活動をされているお
二人を交えて、「働きがいのある、持続可能な仕事」をテー
マとしたフューチャーセッションを実施。

岸田 耕二

生活支援から就労支援まで障害の有無にかかわらず老
若男女幅広く生きづらさ、働きづらさをサポート、企業での
働き方改革まで取り組むその活動と制度の有無にかかわ
らない取り組みついて

乾 正博

太陽光やバイオマスなどの循環型エネルギー普及を担う
神戸の企業の取り組みについて

29

32

SDG16「平和と公正」

神戸ソーシャルセッション「vol.9」
（「働きがいのある仕事で持続可能
SDG8 「働きがいも経済成長
な経済成長」をみんなで目指す）
も」
フューチャーセッション

2019/5/8

PHD協会

33

神戸ソーシャルセミナーwith 就労ス
テップアップ支援

2019/5/29 すいせい

34

神戸ソーシャルセミナーwith シン・
エナジー

2019/6/19 シン・エナジー

35

神戸ソーシャルセッション「vol.10」
SDG7「クリーンエネルギー」 ～クリーンエネルギーで持続可能な 2019/6/22 関西フューチャーセンター
社会を考えるシネマフューチャセッ
ション～

成松秀夫

「おだやかな革命」を見て、持続可能な循環型社会、クリー
ンエネルギーについて考えるシネマ・フューチャーセッショ
ン

喜多 隆

エネルギー政策やエネルギー関連の最先端技術などにつ
いて

36

神戸ソーシャルセミナー with クリー
ンエネルギー

2019/6/29 神戸大学大学院工学研究科

37

神戸ソーシャルセミナーwith 海洋
保全

2019/7/17 神戸大学大学院経済学研究科 小島理沙

海洋環境保全のフィールドワークや持続可能な循環経済
などの研究について、最近話題のプラスチックをはじめと
する「海ごみ」や身近な生活用品の容器包装削減などに
ついて

38

神戸ソーシャルセミナーwith ウミガ
メ博士

2019/7/24 神戸市立須磨水族園

亀崎直樹

須磨海浜水族園の取り組みやウミガメをはじめ海洋生物
等の生態系の話や持続可能な海洋資源保全などについ
て

39

神戸ソーシャルセッション「vol.11」

2019/7/27

豊川紗代/
成松秀夫

フェリシモにおける「海とかもめ部」や「海基金」の取り組み
などをヒントに、持続可能で豊かな海を考えるフューチャ
セッション

40

神戸ソーシャルセミナーwith環境体
験教育

2019/8/28 明石のはらくらぶ

丸谷聡美

子供たち向けに環境体験教室やため池に関する活動から、身
近な自然を通して持続可能な自然環境づくりについて

神戸ソーシャルプチセミナー

2019/8/29 Peace&Nature

バハラム・イナンル

北区大沢町（おおぞうちょう）の現状や「グリーンリーダー」を育
成する食と環境、国際交流、そして新たに取り組まれている
「SDGs Action」に関する取り組みについて

42

神戸ソーシャルセッション「vol.12」

2019/8/31

Peace&Nature/
関西フューチャーセンター

バハラム イナンル/ Peace&Natureの北区「大沢ベース」およびその周辺を散策、農
業体験や地域の方との交流を通じて持続可能な農村について
成松秀夫
考える（Peace＆Natureのサマーキャンプの一環として実施）

43

神戸ソーシャルセミナーwith CYJ

2019/9/18

Climate Youth Japan/Fridays
For Future Kobe

今井絵理子

気候変動の状況や、Climate Youth JapanやFridays For Future
Kobeの活動、若者にできることなどについて

神戸ソーシャルセミナーwith 森林
保全

2019/9/25 神戸大学大学院農学研究科

黒田慶子

里山保全や持続可能な森林や山地などの陸域生態系の利用・
推進、生物多様性等について

45

神戸ソーシャルセッション「vol.13」

2019/9/28

46

神戸ソーシャルセミナーwith フード
バンク

2019/10/2 フードバンク関西

神戸ソーシャルセミナーwith
TableforTwo

2019/10/23

神戸松陰TFT／TableForTwo神 横田なつき/
江畑有紗
戸大学プロジェクト

TableForTwoの取り組みや学生と企業の連携について

2019/10/26

WARAKATA/関西フューチャー
野口愛/成松秀夫
センター

精神障害・精神疾患の親を持つ子どもたちの自助グループの皆
さんとインクルーシブで持続可能な社会について考えるフュー
チャーセッション

SDG14「海洋保全」

41

44

SDG15「陸の豊かさも守る」

SDG13「気候変動」＆
SDG15「陸の豊かさも守る」

フェリシモ
関西フューチャーセンター

子ども育ちわたし育ちmadrina/ 石丸真理子/
関西フューチャーセンター
成松秀夫

浅葉めぐみ

「自然に親しむ保育」をテーマに持続可能な社会について考え
るフューチャーセッション

フードバンク関西の活動や企業との連携などについて

SDG2「飢餓をゼロに」
47

48

49

(マイノリティ・自助グループ) 神戸ソーシャルセッション「vol.14」

SDG3「すべての人に健康と福 神戸ソーシャルセミナー with ダル
2019/11/6 神戸ダルクヴィレッジ
祉を」
ク

梅田 靖規

薬物依存症とその回復支援、活動について

50

神戸市協働と参画のプラットホームは神戸市の委託によるNPO法人しゃらくがコーディネート、運営業務を行っています。
2019/9/26

