松下政経塾 公開講座

リーダーになって、未 来 を切り開け

LEADERS
COLLEGE
松下政経塾

松下政経塾のリーダーシップ教育のエッセンスを凝縮した公開講座

SDGs Leaders プログラム

第１期生
募集開始！

2 0 2 1 年 12 月 11日（土）開講
松下幸之助 か ら 、志 を持つ 未 来 の リ ーダー たちへ
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会を実現するために設立し、
各界にリーダーを輩出
し続けてきた松下政経塾。
このたび、
志を持つ未来のリーダーたちに広くそ
の 門 戸 を 開 き、公 開 講 座「松 下 政 経 塾 Leaders
College」
を開講します。
松下幸之助が塾生たちに伝え続けたリーダーシッ
プの要諦を余すことなく公開。
各業界の一流のトッ
プランナーによる濃密な講義をリアル＆オンライン
でお届けします。
自らがリーダーとなってより良い
未来を創っていきたい志ある方、
是非ご参加を。

主催： 公益財団法人松下幸之助記念志財団 松下政経塾

企画運営：NPO法人湘南ビジョン研究所

協力：湘南WorK.

松下政経塾リーダーズカレッジ プログラム第１弾！

S D G s 推 進 のリーダーを目指しているあなたへ
S D G sを学ぶ学 生 、S D G s 実 践 者 、企 業や行 政 機 関のS D G s 推 進 担 当 者も対 象

S D G s L e a d e r s プログラム

講 師 プロフィール
Masahiro Kawatei

川廷 昌弘 氏（博報堂CSRグループ推進担当部長/神奈川県SDGs担当顧問）
1986年博報堂入社。
テレビ番組
「情熱大陸」
の立ち上げに関わる。
地球温暖化防止国
民運動
「チーム・マイナス6%」
でメディアコンテンツを統括。
SDGs国連ハイレベル政
治フォーラムでの日本政府の取組みや、
SDGsアイコン日本語版の制作に関わる。

Cosumo Takagi

高木 超 氏（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任助教）

第1回

SDGs って何？ SDGsが生み出す未来とは

Aina Tanaka

開催日 2021年12月11日
（土）14:00 〜17:00
第1部 オリエンテーション/松下政経塾VTR上映/松下政経塾施設見学
第2部 基調講演
「SDGsで自分を変える、
未来が変わる」
川廷昌弘氏（博報堂CSRグループ推進担当部長/神奈川県SDGs担当顧問）
第3部 パネルディスカッション
「SDGsが生み出す未来とは」
川廷昌弘氏（博報堂CSRグループ推進担当部長/神奈川県SDGs担当顧問）
高木超氏（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任助教）
田中藍奈氏 阿部汐里氏（BENIRINGO共同代表）
第2回

SDGs 2030カードゲーム体験〜SDGsの本質を理解しよう！

開催日 2022年1月29日
（土）13:30〜17:00
第1部 2030 SDGsカードゲーム体験
「SDGsの本質を理解しよう！」
中村容氏（2030 SDGs公認ファシリテーター /キャリアコンサルタント）
第2部 グループワーク/発表
「SDGsアクションを起こそう」
加藤政徳氏（人の森株式会社代表取締役社長/松下政経塾第9期）
第3回 「マイクロプラスチック・ストーリー」映画上映会
〜SDGs14海の豊かさを守ろう〜

開催日 2022年2月19日
（土）9:00〜12:00

第2部 映画監督とのオンライントークセッション
佐竹敦子氏（環境活動家/映像作家/ニューヨーク在住）

2001年生まれ。
茅ヶ崎市在住。
中学生の頃、
飢餓問題がある中で食品ロスがあることに
疑問を持ち、
高校3年生のときSDGsに出会い問題解決の仕事に携わることを決意。
SDGsの認知度向上のため、
2019年フリーペーパーを制作しBENIRINGOの活動を開始。

Shiori Abe

阿部 汐里 氏（BENIRINGO共同代表）

1997年生まれ。
藤沢市在住。
高校卒業後に渡航したミャンマーでのボランティア活動
をきっかけに、
国際協力や社会課題に関心を持つようになる。
帰国後大学に進学し、
ド
キュメンタリー映画の上映会や難民や紛争を抱える国の現状を伝えるイベントを開催。

Yo Nakamura

中村 容 氏（2030 SDGsカードゲーム認定ファシリテーター）

鎌倉市在住。
CATV放送局を経て私立大学へ転職し学生のキャリア支援に携わる。
人
生100年時代のキャリアをコーディネートするプロジェクト
「まちのキャリアラボ」
リー
ダー。
キャリア・コンサルタントの学び合いグループ
「ライト・キャリア・ガーデン」
代表。

Masanori Kato

加藤 政徳 氏（人の森株式会社 代表取締役社長）

1990年松下政経塾卒塾
（第9期）
「
。会社はモノをつくる場ではなく人の幸せをつくる
場。
モノやサービスはそれに付随しているに過ぎない」
と言い切る。
辻堂にあるフィット
ネス＆スパ
「ココカラ辻堂」
は、
日本一の会員数を誇る。
現在、
３店舗を経営。

Kiyohiro Katayama

片山 清宏 氏（NPO法人湘南ビジョン研究所 理事長）

1975年生まれ。
藤沢市出身。
厚木市役所、
神奈川県庁を経て松下政経塾卒塾。
2011
年 湘南ビジョン研究所を設立し、
海岸の国際環境基準
「ブルーフラッグ」
の認証取得を
推進。
市民大学
「湘南VISION大学」
を設立(学長)。
「かながわ地球環境賞」
受賞。

佐竹 敦子 氏（環境活動家/映像作家）

ニューヨーク在住。
1993年に単身渡米。
ニューヨークで17年間映画、
コマーシャル、
テ
レビ番組などの制作プロデュースに関わり、
現在NPO団体カフェテリアカルチャーにて
メディアプロデューサーを務めながら、
公立小中学校に出向き環境教育を実施。

Seiichi Takada

第3部 SDGs14実践報告
「アジア初のブルーフラッグ認証取得への挑戦」
片山清宏氏（NPO法人湘南ビジョン研究所理事長/松下政経塾第31期）
第4部 フィールドワーク
「調べるビーチクリーン体験＠茅ヶ崎海岸」
髙田誠一氏（NPO法人湘南クリーンエイドフォーラム副代表理事）
〜私たちができるSDGs〜
第4回 「SDGsアクションプラン発表会」

開催日 2022年3月5日
（土）
13:30〜17:00

髙田 誠一 氏（NPO法人湘南クリーンエイドフォーラム副代表理事）

横浜市在住。
商店街活性化の仕事に携わる傍ら、
ビーチクリーンなど、
海の環境保全活
動を行う。
2019年
「湘南クリーンエイドフォーラム」
副代表理事に就任。
１㎡内のマイク
ロプラスチックを徹底的に取り切る
「10000ピースプロジェクト」
を主管。

MITSUMI 氏（FMヨコハマDJ/かながわSDGsスマイル大使）

「ひとりでも多くを笑顔に」
幼少から抱き続けてきたラジオDJキャリアを邁進。
趣味は北
アルプスなどの登山。
マウントクリーニングでの気づきをもとに、
より良い自然環境を目
指し情報を発信。
かながわSDGsスマイル大使としても活動中。

Hikaru Sato

第1部 基調講演 ｢SDGsとわたしたちの未来｣
MITSUMI氏（FMヨコハマDJ ／かながわSDGsスマイル大使）
第2部 SDGsアクションプラン発表会
MITSUMI氏（FMヨコハマDJ ／かながわSDGsスマイル大使）
佐藤光氏（茅ヶ崎市長）
清家裕氏（環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課課長補佐）
遠山敬史（松下政経塾塾長）

開講：毎月１回開催 / 4回連続講座
場所：松下政経塾ほか（オンライン参加も可）
定員：40名程度/回
受講料：一括購入（4回連続講座）10,000円（4回分）
各回購入 3,000円（1回分）

田中 藍奈 氏（BENIRINGO共同代表/幸町こども食堂スタッフ）

Atsuko Satake

第1部 映画上映会
「マイクロプラチック・ストーリー〜ぼくらが作る2050年〜」

SDGs Leaders プログラム
第1期生絶賛募集中！

1986年生まれ。
NPO、
市役所等を経て渡米。
クレアモント評価センター・ニューヨーク
で研究を行い、
国連訓練調査研究所(UNITAR)が共催するSDGsと評価に関するリー
ダーシップ研修修了。
鎌倉市をはじめ全国自治体でSDGs推進アドバイザーも務める。

佐藤 光 氏（茅ヶ崎市長）

1969年茅ヶ崎市生まれ。
米国ミシガン州立フェイリス大学建築学部などを卒業。
帰国
後、
河野太郎氏の秘書等を経て、
神奈川県議会議員選挙当選(5期連続)。
2017年第
110代神奈川県議会議長に就任。
2018年茅ヶ崎市長に就任。

Hiroshi Seike

清家 裕 氏（環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課課長補佐）

1982年生まれ、
鎌倉市在住。
2008年環境省入省。
気候変動の国内対策・国際交渉、
生物多様性や廃棄物関係の法改正等を担当。
環境副大臣秘書官を経て現職。
省内外
の有志で、
食と環境、
ファッションと環境などの新しいテーマに取り組んでいる。

プログラム詳細はウェブでチェック！
松下政経塾

Facebookの
最新情報も

要チェック!

リーダーズカレッジ 松下政経塾

検索

https://www.mskj.or.jp/event/college.html
ご参加希望の方はQRコードよりお申込ください

メールアドレス：leaderscollege@mskj.or.jp

