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誰からも依頼されてないのに、やりたいことを勝手にはじめる。組織を超えて、仲間とゆるや

かに連携する。計画に縛られないで、状況に応じてしなやかに変化していく。依頼があり、組織

があり、計画がある…そんな従来の枠組みからはみ出した、自発的で自律的な「活動」が、これ

からの長崎をもっとおもしろくするはず。そんな考えのもと、6 ヵ月間にわたって「活動のデザ

イン」に取り組み、４つの活動がうまれました。すべてが長崎の若者が考えたオリジナルです。

そこには、みなさんの日々のくらしをおもしろくするヒントがきっとあります。 

■ 発起人（講師）／ 鳥巣 智行氏 

電通クリエーティブ局を経て、電通 Bチームに所属。新商品開発から広告コミュニ

ケーションまで、企業との共同プロジェクトに幅広く携わる。故郷は長崎。ジョン

レノンに新曲を書いてもらう「ジョンレノンの新曲」や被爆者の記憶を未来につなぐ

「Nagasaki Archive」の制作など独自の平和活動に取り組むほか、ルーツのある

五島の古民家を図書館にする「さんごさん」プロジェクトなど、長崎や五島を拠点

とした活動も行っている。 

 

 

   

活動をデザインする活動 
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■ ４つの新活動 ■

 

 

 

 

   

    

井戸端くん
会議に井戸ベーションを。

ぺ～ろんぷろじぇくと
ペーロンを、もっと気軽に。

オカズ・イシグロ
五感で味わうカズオ・イシグロ。

のむ銭湯
湯船で身体の、お酒で心の
距離を縮めよう。

■ 事業の概要 ■

若者のまちづくりを促す事業として、発想力を引き出す独自手法や、第一線で活躍する方々と

のセッションを通して新しい「活動」をデザインする講座「活動をデザインする活動」に取り組

みました。 

講座では、アイデアの発想を促すツールを用いるなどして、長崎の若者がまちをおもしろくす

る活動を考え、ロゴやコピーを作成しました。 

最終回には、この活動の参加者が、自分たちのやりたい活動として発想した４つのアイデアを

発表し、新たな活動が生まれました。 

講座参加者：24 人 

■ 活動のあゆみ ■

第０回 プレイベント

開催日：平成 30 年 5 月 3 日(木・祝) 

場 所：料亭「富貴楼」 

ゲスト：内田一氏(料亭「富貴楼」所有者) 

テーマ：地域資源活用のアイデア 

第 回 オリエンテーション

開催日：平成 30 年６月 30 日(土) 

場 所：中央環境センター 

(旧北保健センター) 

ゲスト：能作 淳平氏(建築家) 

古谷 萌氏(アートディレクター) 

 

第 回 ミラクルワードカードを使って、

活動の企画を考える

開催日：平成 30 年 7 月 28 日(土  

場 所：長崎市役所 本館 5 階大会議室 

 

第 回 活動のコンセプトを言葉でまとめる

開催日：平成 30 年 9 月 22 日(土) 

場 所：長崎県庁舎協働エリア 

第 回 ロゴをつくってみよう

開催日：平成 30 年 10 月 27 日(土) 

場 所：中央環境センター 

(旧北保健センター) 

ゲスト：江波戸 李生氏(アートディレクター) 

第 回 活動の内容を詰めよう。

活動をスタートするために必要な

ことにトライしよう

開催日：平成 30 年 12 月 8 日(土) 

場 所：中央環境センター 

(旧北保健センター) 

第 回 お披露目会

開催日：平成 31 年 1 月 26(土) 

場 所：中央環境センター 

(旧北保健センター) 

ゲスト：江波戸 李生氏(アートディレクター) 
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2018年度の長崎伝習所特別講座は、若い世代の皆さんが、社会課題に関心を持ち自ら行動しようと

するきっかけづくりとなることを目的に、社会の様々な課題を解決するために、必要な人材やお金をう

まく確保しながら取り組んでいる「社会事業家」の方をお招きし、その着眼点や行動力に触れソーシャ

ルビジネスといった視点を、学生の皆さんの将来の参考にしていただきたいと考えて開催しました。 

 

第 1回 長崎伝習所×長崎外国語大学 コラボ企画 

日時：平成 30年 10月 25日（木）  

場所：長崎外国語大学 

演題：子どもたちに多様な価値を！学生だからできることがある 

～年間 1億円を学生が動かす全国初の学生NPO～ 

 

 

 

 

                                 講師：能島 裕介氏  

（NPO法人ブレーンヒューマニティー） 

■アンケート結果■   

 １．今日の講座はいかがでしたが？ 

  ・とても満足した  23％   ・満足した  64％  ・あまり満足できなかった  11％ 

  ・不満だった  1％       ・無回答  1％ 

 ２．社会事業家（社会企業・ソーシャルビジネスなど）を知っていましたか？ 

  ・知っていた  1％     ・聴いたことはあった  29％ 

  ・初めて知った 70％    ・無回答  0％ 

 ３．あなたは「社会事業家やソーシャルビジネス」についてどう思いましたか？ 

  ・大変興味を持った  16％         ・参考になった  75％   

  ・あまり関心は高まらなかった  9％    ・無回答  0％  

４．今後、「社会事業家やソーシャルビジネス」についての事業等があれば参加したいと思いますか？ 

  ・はい  54％    ・いいえ  46％    ・無回答  0％ 

 

 第 2回 長崎伝習所×長崎純心大学 コラボ企画 

日時：平成 30年 11月 8日（木） 

場所：長崎歴史文化博物館ホール 

演題：子どもが売られない世界を目指して 

 

 

 

 

 

 

2018特別講座 

  

  

 

講師：村田 早耶香氏 

（認定ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト） 
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■アンケート結果■    

１．今日の講座はいかがでしたが？ 

  ・とても満足した  82％   ・満足した  14％  ・あまり満足できなかった  4％ 

  ・不満だった  0％      ・無回答  0％ 

２．社会事業家（社会企業・ソーシャルビジネスなど）を知っていましたか？ 

  ・知っていた  22％     ・聴いたことはあった  33％ 

  ・初めて知った  45％    ・無回答  0％ 

 ３．あなたは「社会事業家やソーシャルビジネス」についてどう思いましたか？ 

  ・大変興味を持った  57％        ・参考になった  41％   

  ・あまり関心は高まらなかった  2％   ・無回答  0％  

４．今後、「社会事業家やソーシャルビジネス」についての事業等があれば参加したいと思いますか？ 

  ・はい  82％    ・いいえ  14％    ・無回答  4％ 

 

第 3回 長崎伝習所×長崎大学グローバル連携機構セミナーシリーズ コラボ企画 

日時：平成 30年 12月 4日（火） 

場所：長崎大学文教キャンパス  

演題：真のグローバルソーシャルビジネスとは？ 

 

 

 

講師：久保 光太郎氏 講師：石崎 弘典氏 

（AsiaWise法律事務所）（Rebright Partners） 

 ■アンケート結果■    

 １．今日の講座はいかがでしたが？ 

  ・とても満足した  73％   ・満足した  27％  ・あまり満足できなかった  0％ 

  ・不満だった  0％      ・無回答  0％ 

 ２．社会事業家（社会企業・ソーシャルビジネスなど）を知っていましたか？ 

  ・知っていた  36％     ・聴いたことはあった  27％ 

  ・初めて知った  28％    ・無回答  9％ 

 ３．あなたは「社会事業家やソーシャルビジネス」についてどう思いましたか？ 

  ・大変興味を持った  64％        ・参考になった  36％   

  ・あまり関心は高まらなかった  0％   ・無回答  0％  

４．今後、「社会事業家やソーシャルビジネス」についての事業等があれば参加したいと思いますか？ 

  ・はい  91％    ・いいえ  0％    ・無回答  9％ 

 

■感想■ 

●今回このような企業家のことを知ることができてとてもよかったです。大学生でも挑戦することで、

いろんなことに関わって企業を立ち上げることができるということがわかりました。もし、機会があ

れば自分自身の将来などのために参加したいと感じました。 

●会社設立についてとても興味を持ちました。ありがとうございました。 

●講師である村田さんが人生の決意をしたことに対して、私が同じ立場だったらできるのだろうかと考

えました。多くの方の生活状況に目を向けたいです。 
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