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募集要項 

 
 

 

【主催】 

【共催】  大阪商工信用金庫ＣＳＲ推進室 

 

フェニックス・モザイク「糸車の幻想」 

デザイン 今井 兼次 早稲田大学教授 

2017 年 6 月 

「協働カレッジ 2018」 
「どう生きたか、どう生きるか」を問う 
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協働カレッジ 2018」の開講について  

「成熟した大人の学びの限定」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【目的】 
1. 当法人の継続事業として、楽しく議論しながら成熟度の高い学びの場を提供する事 

業の展開を目指す。 

 2. 京都産業大学 経営学部佐々木利廣先生を中心に、大阪商工信金 CSR推進室、 
運営企画委員、そして当法人事務局が協働カレッジを運営し、取組みの方向性を随時
柔軟に整理共有することで「協働」のノウハウを高め合う。 

 3. 「みんなで次世代を創る学び」をカレッジの志とし、参加者が将来、何を残すべきか、何を
伝えたいかなどをポイントに、社会全体の人材育成を考えていく。限られた視点からみる
のではなく、議論の場を創造的に広げていく。 

2018年１０月、当法人の本事業「協働カレッジ 2018」を開講いたします。  
2017年 4月から開講した堺市「社会人のための協働を学ぶゼミナール」をうけ、次世
代を創る学びの実践を目的に、これから将来何を残すべきか、どう伝えていくべきかを議
論できる場を共有します。参加者のこれまでの限られた目線だけではなく、今後カレッジ
での学びが広い視野での人材育成に発展していくことを期待しています。カレッジは、
様々な視点で共に見て考える場の提供であり、新しい創造の場面にもつながります。
そして、その結果があらたな協働のアウトプットとして社会に生み出していければと考えて
います。高度成長期を生きた世代が、過去ではない、将来をどう使うべきかという学び
をカレッジの中で振り返り、未来にむけ成熟した議論が様々な場面での転機となるよ
う、10月開講にむけ、3人のコーディネーターを中心に「運営企画委員会」を立ち上
げ、魅力的で有意義なプログラムをデザインしています。多様な人々が、多様な協働に
ついて議論し、成果を生み出すプラットホームが「協働カレッジ 2018」そのものです。 
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はじめに 

このたび、認定大阪 NPO センターの自主事業として社会人の

新しい学びの場「協働カレッジ 2018」を開講することになりま

した。企業や行政、NPO など所属セクターを問わず、そして性

別や年代やキャリアに関係なく多様な人が協働をキーワードに

学びあう場です。社会のあらゆる場面で協働が必要になり、協

働の成果が問われる時代でもあります。それは組織で働く人や

部署間の協働の問題であり、より良い社会の創造に向けての異

種組織間の協働の問題でもあります。コーディネーターと参加

者(メンバー)とのオープンでフラットな関係を維持しながら、

グループワーク、ゲストスピーカー講義、フィールド体験など

を通じて自分が考える理想の協働の姿を自分の言葉で纏め文書

化することが最終ゴールです。日々の業務の中で直面する課題

をもう一度見つめなおし、相互に学びあう学び直しの場に興味

を持っている方に是非参画してほしいと願っています。思いつ

いた時が学び直しのスタートです。 

京都産業大学経営学部 

教授 佐々木 利廣 
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【10 ヶ月の流れ】 
▼前期プログラム(5 ヶ月) 

・第１回 平成 30年 10月 10日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

オリエンテーション 
コーディネーター3名によるパネルディスカッションとメンバーの自己
紹介、10 ヶ月のプログラムについて説明します。 

大阪商工信用金庫 

・第２回 平成 30年 11月 7日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

協働についての共通理
解と事例理解への議論 

講師 佐々木 利廣 

協働についてメンバーが共通理解を得ることを目的にテキスト
「地域協働のマネジメント」の第１章、第２章以降の協働事
例やコーディネーターの協働実績をもとにした報告と議論を行い
ます。 

大阪商工信用金庫 

・第３回 平成 30年 12月 12日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

協働の事例理解 

講師 山本 髙久 

    岩﨑 吉隆  

コーディネーターの協働実績をもとにテキスト「金融排除 地銀・
信金信組が口を閉ざす不都合な真実」「スモール イズ ビューテ
ィフル」を用いて議論を深めます。 

大阪商工信用金庫 

・第４回 平成 31年 1月 9日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

協働の課題の明示化 
現在抱えている協働の課題を出し合い、レポートのテーマを議
論します。 

大阪商工信用金庫 

・第５回 平成 31年 2月 6日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

ゲストスピーカー＆フィー
ルド体験事前レクチャー 

溝口 淳氏(福井県池田町 副町長) 

「限界集落の住民が織りなす地域協働への未来図」 
大阪商工信用金庫 
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▼後期プログラム(5 ヶ月) 

・第６回 平成 31年 3月 13日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

中間報告会 
各メンバーがレポートについての中間報告を行い、他のメンバー
やコーディネーターからアドバイスをもらいます。 

大阪商工信用金庫 

 

・第７回 平成 31年 4月 日程調整中 終日 

テーマ 内容 会場 

フィールド体験 福井県池田町の町ぐるみの協働事例を視察します。 福井県 池田町 

 

・第８回 平成 31年 5月 8日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

フィールド体験報告 
フィールド体験で得たヒントを共有し、協働のエッセンスを再認
識します。 

大阪商工信用金庫 

 

・第９回 平成 31年 6月 12日（水）19：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

ブラッシュアップ レポートについてブラッシュアップし、完成に近づけます。 大阪商工信用金庫 

 

＊レポート提出 平成 31年 6月末締切 （A４用紙 10枚程度） 

・第１０回 平成 31年 7月 10日（水）17：00～21：00 

テーマ 内容 会場 

最終報告会 
ここまでに各メンバーがレポートを作成し、3人のコーディネーター
の審査によりベストレポート賞発表を行います。 

大阪商工信用金庫 
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【事業の流れ】 

・前期プログラム➢オリエンテーション＆パネルディス
カッション⇒講義⇒グループセッション（レポート課
題への議論）⇒ゲストスピーカーの話 

・後期プログラム➢中間報告⇒フィールドワーク⇒
ブラッシュアップ⇒最終報告会⇒報告書(レポート
提出) 

【全体テーマ】 「協働」                           
【コーディネーター】 (敬称略)   

佐々木 利廣 （写真中） 
テ ー マ：「地域協働の多様性と進化への議論」  
テキスト:「地域協働のマネジメント」（中央経済社） 

山本  髙久 （写真左） 

テ ー マ：「産における金融機能の協働課題」 
テキスト: 「金融排除 地銀・信金信組が口を閉ざす不都合な真実」（幻冬舎新書） 

岩﨑  吉隆 （写真右） 

テ ー マ：｢小さな組織が動かす協働社会の効果」  
テキスト: 「スモール イズ ビューティフル」（講談社学術文庫） 

 

【期間】  2018年 10月～2019年 7月(10 ヶ月) 
【内容】  新しい協働の議論を意識しながら、クロスカレッジ形式(複数指導体制)による成熟した大人

の学びの成果を積み上げ、参加者が自己点検・相互評価を行い、新しい協働の基盤づくり
に貢献できる成果を目指す。 

【費用】  10 ヶ月 20,000 円（税込） テキスト代 5,000 円（税込） 
         *第１回オリエンテーション時に徴収いたします。 
           *フィールド体験参加費用別途徴収（10,000円程度を予定） 

 

最終報告会会場 大阪商工信金ホール 

*プログラムによっては、遠隔による通信受講が可能です。 

事務局までご相談ください。 
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【コーディネーターのプロフィールとメッセージ】 
・ 佐々木 利廣 京都産業大学経営学部 教授   テーマ 「協働の多様性と進化への議論」 

 

 

 

 

 

 

・ 山本 髙久 大阪商工信用金庫 常務理事   テーマ 「産における金融機能の協働課題」 

 

 

 

 

 

・ 岩﨑 吉隆 特定非営利活動法人スモールファーマーズ（Small Farmers）代表  

テーマ 「小さな組織が動かす協働社会の効果」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織論という領域を専門にしています。具体的には、競争し対立している複数の組織がなぜ協働するのか、どのよ
うに協働するのか、どのような成果を生み出すのか、などを考えてきました。それは企業間の関係でもあり、企業と
NPO との関係でもあり、さらに企業と NPO と行政の関係でもあります。こうした社会をより良くするための協働につ
いて理論的研究と実践的研究を進めています。自分たちの地域の課題は自分たちで解決したいという想いで地道
にコツコツと活動している企業や行政や市民活動団体も多いと感じます。こうした人たちの生の声を聞きながら、そし
て地道な活動に伴奏しながら、活動にかける想いや理念を共有できればと期待しています。大学での学びの場であ
るゼミナールは今年 4月に 40期生を迎え、ゼミ卒業生も 1000名近くになりました。協働カレッジも長持ちする関
係ができればと思います。                                           

住友銀行（現三井住友銀行）にて金融業務全般、ＳＭＢＣフレンド証券（現ＳＭＢＣ日興証券）にて
引受、ＩＰＯ（新規公開）業務経験後、2006 年より大阪商工信用金庫にて地域金融に携わる。 戦後
世界の奇跡と称賛されてきた日本が今混迷の中で苦しんでいる。経済、教育、生活環境、老後、少子高齢化
等の諸問題の中であえいでいる。勤勉さで愚直に社会の為と思ってやってきた諸施策が未来への足枷となり解
決策を見いだせない状況下にある。日本を活性化する要素として潤滑油的機能を持つ「人」と「金融」も大きな
問題を抱えている。なぜそのような状況になったのか、どうすればこの現状を脱却できるのか、同じ「日本丸」ともい
える船に乗っている方々と忌憚のない議論を展開したいと思っています。 

IT企業のサラリーマンを経て、2003年インターネット事業を立ち上げ独立。事業は成功は納めたものの、利益
の最大化を目的とするビジネスに疑問を抱きはじめる。同時期に、農業を始めて体験し、「待つ」ことを忘れてい
た自分に気づく。農の価値を広めたいと 2007年、遊休農地を初心者向け週末型貸し農園（体験農園）に
再生する農業ベンチャーを設立、共同代表に就任。事業は急成長を遂げ、5年間で全国 80箇所に農園を
開園。2012年、農業ベンチャーを退任し、自身がかねてから取り組みたかった農業教育事業を本格展開。 

NPO法人スモールファーマーズを設立し、同理事長に就任。社会人向け週末農業学校スモールファーマーズカ
レッジを設立。将来、農家や半農半 Xを目指す社会人に 1年間で 40種類の野菜の栽培技術と知識が学べ
る場を提供し、2018年時点で卒業生は 300名を超える。Small, Slow, Simple を基盤とした自立した小さ
な組織が、相互依存しながら活動していく協働社会の実現に向けて、皆様と共に考え、私自身も学ぶ機会に
したいと思います。 
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応募資格 
 企業の分野は問いませんが、既に事業の対象者に対して社会貢献事業に着手していること。 
 「協働」に関して、興味・関心をもって学びの姿勢をもっていること。 
 全プログラムの内容に、積極的に参加する意欲をもっていること。 
 本事業の目的以外で参加し、事務局が受講生として不適当と判断する場合は、受講資格を取り消す場合があ

ります。その場合、既に受領した受講料その他の金銭の払い戻し等はしません。 

賞                                                
ベストレポート 賞                                           
全参加者が最終報告会までにレポートを提出していただきます。                               
審査員による審査の後、ベストレポート賞を表彰します。 

応募方法 「協働カレッジ 2018 」 エントリーシート 

下記の応募書類を大阪ＮＰＯセンターまで郵送・FAX もしくはご持参ください。（平日１０時～１７時） 

「協働カレッジ 2018 」 エントリーシート １部 

※大阪ＮＰＯセンターのホームページ（http://www.osakanpo-center.com/）よりダウンロードしてください。 
※募集要項の 9、10枚目を提出ください。 
 

応募締切り 

２０１８年１０月５日（金）１７：００必着 
〒541-0046 大阪市中央区平野町 1丁目７番１号 堺筋高橋ビル５階 
TEL：０６－６２２３－３３０３ FAX：０６－６２２３－３３０６ 
URL：http://www.osakanpo-center.com/ 
 ※ホームページの「お問合せ」画面からお問合せください。 

 

 

 

http://www.osakanpo-center.com/
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「協働カレッジ 2018」エントリーシート                 記入日   年    月    日 

ふりがな   

氏名   

年齢 ～20代  ・  30代  ・  40代  ・  50代  ・  60代  ・  70代～ 

所属   

所属部署   役職   

所在地 住所 〒 

  

ＴＥＬ   FAX   

E-mail   

URL   

連絡先 ＴＥＬ   携帯   

E-mail   

【自己紹介欄】  ①『協働』と聞いてイメージされることをお書きください。 
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②これまでにあなたや団体が手がけられた『協働事例』をお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

③協働におけるあなたのテーマまたは課題をお書きください。 

 

質問等あれば  
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