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ＮＰＯ法人エティック（東京都渋谷区）とアメリカン･エキスプレス財団（本部：ニューヨーク）は、社会起業家を

対象とした「アメリカン･エキスプレス･サービス・アカデミー２０１９」を東京と大阪の２都市で開催します。 

 

■これまで 350名以上の社会起業家が参加 ～世界も注目する日本の社会課題解決～ 

2011 年にスタートし、今年で 9 年目を迎える本プログラムは、過去に日本ブラインドサッカー協会（2020 年

東京パラリンピック正式種目）や、マドレボニータ（日本初アメリカン・エキスプレス・アカデミー・アルムナイ・ア

ワード受賞）など日本のソーシャルビジネス分野の第一線で活躍する団体の経営者や幹部層 350 名以上が

参加しており、彼らの取り組みは世界的にも大変注目されています。 

 

今年の受講生の特徴としては、複数のイシューを掛け合わせて課題解決に取り組む活動が増えて

いること。たとえば、学校教育支援✕地域産業の担い手不足解消や農村集落支援✕企業人のメンタル

ケア、森林里山保全✕幼児教育、防災✕子育て✕高齢者支援、田舎ツーリズム✕キャリア教育、医療

✕人材育成、学生の就労支援✕児童養護施設への教育提供など、ソリューションも非常にユニークです。 

 

■日常を離れた２泊３日の合宿で変革計画を立案、半年後にはフォローアップを実施 

本プログラムでは、卓越したサービスを構築した先輩起業家や、サービス、リーダーシップの専門家、そし

てアメリカン・エキスプレス社の幹部など、豪華講師陣による講義を実施。受講生は様々なインプットを受けた

後、学びを現場に生かすためのプランを作成。先輩起業家ほか 10 名のメンターとのひざ詰めのメンタリング

を経て、最終日はプレゼンテーションをおこないます。 

また、半年後には受講生が再び集まり、現場での実践を振り返りながら相互にフィードバックをおこない、

学びを確実なものにするプログラム仕立てになっています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

＝＝＝＝ 本アカデミーは随時取材を受け付けております。ご取材に関するお問合せ ＝＝＝＝ 

＜主 催＞ 
NPO 法人エティック（ETIC.） 
担当：野田 香織（のだ・かおり） 
TEL: 03-5784-2115 / FAX: 03-5784-2116 
Email: incu@etic.or.jp  

＜協 賛＞ 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.  
担当 相庭 詠子（あいば・えいこ） 
TEL: 03-3220-6535 / FAX: 03-3220-6717 
Email: Eiko.Aiba@aexp.com 

報道関係者各位 

  
 

SDGｓ時代の課題解決に果敢に挑む起業家・リーダー 62名が集結！ 
 

～ 食・農業✕メンタルヘルス、国際協力✕教育格差、医療✕人材育成など 
新しい視点で課題解決に挑む NPO/ソーシャルベンチャーが続々～ 

「アメリカン・エキスプレス・サービス・アカデミー 2019」 

＜東京＞2019年 6月 15日（土）～17日(月) ＜会場＞ホテルフクラシア晴海 

＜大阪＞2019年 7月 6日（土）～ 8日(月) ＜会場＞ハートンホテル北梅田 

東京・大阪 ２都市で開催 

２０１９年６月５日 
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― 別紙 ―  

◆開催概要 

＜東京＞ 

日 程 2019 年 6 月 15 日（土）～17日（月）＋フォローアップ研修 2019 年 12 月 7 日(土) 

会 場 ホテルフクラシア晴海 別館アネックス 都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」A3 出口より 徒歩７分 

＜大阪＞ 

日 程 2019 年 7 月 6 日（土）～8 日（月）＋フォローアップ研修 2020 年 1 月 25 日(土) 

会 場 ハートンホテル北梅田 阪急電車「梅田駅茶屋町口」より徒歩 4 分 

 

●プログラム内容（予定／東京と大阪では一部異なります） 

＜１日目＞ 

時間 タイトル 講師・ファシリテーション 

9:00～10:45 ① 開講式・サービスプレゼンピッチ NPO法人エティック 

11:00～12:30 ② 講義： 

サービス・イノベーション概論 

京都外国語大学 国際貢献学部 

教授 野崎 俊一 氏 ※東京のみ 

13:30～14:30 ③ 講義： 

サービス可視化の目覚め 

NPO法人ケア・センターやわらぎ  

代表理事 石川 治江 氏 

14:40～16:10 ④ 講義： 

サービス・マネジメント組織論 

NPO法人ブレーンヒューマニティー 顧問 

尼崎市理事 能島 裕介 氏 

16:20～17:20 ⑤ 講義： 

社会的事業のサービスモデル 

＜東京＞ダイアログ･イン･ザ･ダーク･ジャパン 代表 

志村 真介 氏 

＜大阪＞エーゼロ株式会社 代表取締役 牧 大介 氏 

18:30～21:30 ⑥ ワークショップ： 

Ｕ理論とメンタルモデル 

オーセンティックワークス株式会社 

組織開発コンサルタント 古江 強 氏 

＜２日目＞ 

時間 タイトル 講師・ファシリテーション 

9:00～10:30 ⑦ ケーススタディ： 

サービス・アカデミーを経ての変化 

サービス・アカデミーOBOG 

10:45～12:00 ⑧ 講義：アメリカン・エキスプレスが考える

顧客満足 

＜東京＞アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, 

Inc. 個人事業部門 金融事業/マーケティング 副社長 

増岡 聡 氏 

＜大阪＞アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 

取締役 兼 アメリカン・エキスプレス グローバル・サー

ビシング・ネットワーク副社長 水村 直美 氏 

13:00～16:00 ⑨ 講義&ワーク： 

問題構造学 

NPO法人ケア・センターやわらぎ  

代表理事 石川 治江 氏 

16:30～18:30 ⑩ 個人ワーク： 

サービス開発/計画を立案 

NPO法人エティック 

19:30～23:00 ⑪ 個人ワーク＆メンタリングセッション NPO法人エティック 

＜３日目＞ 

時間 タイトル 講師・ファシリテーション 

9:00～10:00 ⑫ 個人ワーク： 

最終プレゼンテーション準備 

ＮＰＯ法人エティック 

10:30～16:50 ⑬ プレゼン＆フィードバック 

新たなサービスモデル/アクション計画プレゼンテーション 

ＮＰＯ法人エティック 

 

16:50～17:00 ⑭ 修了式 ＮＰＯ法人エティック 
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― 別紙 ―  

 

都道府県 団体名 サービス内容 

東京都 株式会社森未来 ITを生かして林業を持続可能な産業にする活動 

宮城県 MARUMORI-SAUNA株式会社 地域活性のためのフィンランドサウナ施設運営 

愛知県 特定非営利活動法人アイキャン イエメン、ソマリア、ジブチ、フィリピンにおける子どもの保護活動 

神奈川県 株式会社リカバリータイムズ 街のリハビリステーションサービス 

徳島県 株式会社 AWA-RE 旅行業を主軸とした映像ストーリー製作会社 

東京 医療法人社団博施会 日帰り手術専門クリニック運営と次世代人材育成 

東京都 一般社団法人ポリパンスマイル協会 防災食「ポリパン」づくりで子育て、高齢者のためのコミュニティ創出 

東京都 特定非営利活動法人 Learning for All 困難を抱える子どもへの学習機会の提供と社会課題を解決する人材の育成 

埼玉県 一般社団法人日本障害者女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 知的障害のある女性たちとソフトボールを通じて夢を叶える 

新潟県 株式会社 With You 日本で唯一の中小ものづくり企業による障がい者就労支援事業 

佐賀県 特定非営利活動法人 森林をつくろう 森林・林業・木材利用活性化のための情報発信団体 

宮城県 一般社団法人ウィーアーワン北上 住民による住民のための地域づくり推進 

石川県 Next Commons Lab 加賀 ポスト資本主義を目指すローカルコミュニティ 

三重県 一般社団法人わくわくスイッチ 長期実践型インターンシップなど地域×若者の挑戦を促す活動 

石川県 NPO 法人 Trellis ベトナムにおける語学教育インターンシップ、児童養護施設への教育支援 

神奈川県 かわさき “のらぼう” プロジェクト 地域の伝統野菜に関する普及活動 

京都府 株式会社美京都 世界を良くする人と組織をつくる。人材育成、観光、地方創生事業 

群馬県 Alopecia Style Project Japan 髪を失った女性と子どものためのコミュニティ運営・イベント開催 

富山県 特定非営利活動法人えがおプロジェクト ひとり親家庭のコミュニティ支援、総合支援、学童保育事業 

島根県 Community Nurse Company 株式会社 〝健康的なまちづくり〟を市民参加で推進するコミュニティナース活動 

岐阜県 一般社団法人名古屋 EAP ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 
従業員の働く意欲と職場のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ向上を目指す EAP ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの普及活

動 

岡山県 株式会社西粟倉・森の学校 岡山・西粟倉村を拠点に住宅内装材等のモノづくりに取り組む木材加工会社 

神奈川県 NPO法人 WRO Japan 小中高校生の国際ロボコンの開催を通じて日本全国に STEM 教育の推進 

東京都 きっかけ食堂 東北の食材を生かした食イベントを各地で開催 

宮城県 株式会社 Co-LABO MAKER 研究リソースのシェアリングサービスを行うベンチャー 

神奈川県 日本金融女性振興会 勉強会やネットワーキングを通じて、本邦金融業界にて活躍する女性を支援 

東京都 株式会社イースマイリー 障がい・難病当事者と家族のためのオンラインコミュニティを運営 

埼玉県 一般社団法人シンビオージ 社会課題・地域課題を解決しながら「共に生きる社会を創る」。 

北海道 しもかわ DIY木工房 北海道下川町で地域資源を活用したローカルベンチャーの立上げ 

埼玉県 株式会社 HASUNA 国内初エシカルジュエリーブランド 

岐阜県 シングルマザーとその子どもたちの会～freely～ シングルマザーとその子どもたちのための活動 

神奈川県 NPO法人 Social Salon 社会のコトを自分ゴトとして捉え、”知り・感じ・考える”機会をつくる 

 

【東京会場】   研修参加団体（32団体） 
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都道府県 団体名 サービス内容 

神奈川県 HOME Myanmar mm Co., Ltd. ミャンマーの北東部シャン州の旅行会社 

和歌山県 manma place 持続可能な社会を目指す野外保育活動をおこなう森のようちえん事業 

島根県 NALU助産院 産前産後の教室・サポートを中心におこなう助産院の運営 

沖縄研磨 Litterati Japan ポイ捨てという行為をデータとアートで解決する 

神奈川県 学校働き方研究所 学校における組織開発及びオンラインによる教員研修サービスの開発 

大阪府 FIaCL（Future Innovators and Creators Laboratory） 多様なニーズに対応できるオルタナティブスクール(私塾)の運営 

大阪府 株式会社ふたごじてんしゃ 日本初の後部二人乗せ三輪自転車を発案、アセスメント販売 

奈良県 一般社団法人 SUNNY LIFE 足もみスクールの運営、起業開業支援 

京都府 まなあそび お寺と企業のリソースを生かし子どもたちのチャレンジ機会を創出 

愛知県 じょさんしカフェ online 世界中にいる日本人ママたちが日本人助産師と繋がれる場 

大阪府 パインズハート レストラン運営✕子どもたちへの食育サービス 

大阪府 株式会社フューア 健康・リハビリ×ピラティススタジオ、訪問看護ステーションの運営 

兵庫県 特定非営利活動法人まなびと 誰もが多様な人と関わりながら「学ぶ気持ち」を得られる学び場づくり 

大阪府 きららの森のいえ 里山にある民家を利用した、保育園事業 

大阪府 NPO法人 ボディ・アライアンス スポーツを通した健康サポート。現役スポーツ指導員が集まって作った団体 

滋賀県 認定特定非営利活動法人つどい 介護事業から農業まで地域密着のまちづくり法人 

京都府 オフィスつむぐ 食をとおした従業員の健康向上を目指す社会保険労務士事務所 

大阪府 NPO法人木育フォーラム 木をつかったおもちゃで育てる「木育」の普及促進 

宮城県 特定非営利活動法人まなびのたねネットワーク キャリア教育を通して「子供と大人の学びの種まき」活動 

兵庫県 ツナガリ Music Lab. 発達障がい児の自己肯定感を高める音楽教室運営、講師養成事業 

静岡県 静岡県成年後見の会 障がい者や高齢者、外国人など援助を必要とする方へのサポート事業 

大阪府 NPO法人日本森林ボランティア協会 森林を知り、森林で遊び、森林を守る活動 

鹿児島県 株式会社オコソコ 鹿児島県の南側にある頴娃町で創業した小さなお宿（ゲストハウス） 

福岡県 OVER THE RAINBOW LGBT情報の啓蒙活動を筆頭にダイバーシティを目指す 

大分県 みんなのいえカラフル 年齢や障がいの有無に関わらず安心して過ごせる地域コミュニティづくり 

大阪府 ティアールプロ 株式会社 日本が有する優れた産業技術を世界中に普及する 

大阪府 千提寺 farm. ／茨木ほくちの会 循環型地域の具現化で独りじゃ活きられへんことを愛おしく思う体験を提供 

大阪府 NPO法人木育フォーラム 地球温暖化防止や持続可能循環社会の形成など環境問題を学ぶ教育活動 

大阪府 株式会社クリップオン・リレーションズ 発達障がい、聴覚障がいなど特別なニーズがある子のための家庭教師、個別塾運営 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Alternative Project 本人も気付いてないﾎﾟﾃﾝｼｬﾙとﾊﾟｯｼｮﾝが引き出される体験型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供 
 

＝＝＝＝ 本アカデミーは随時取材を受け付けております。ご取材に関するお問合せ ＝＝＝＝ 

＜主 催＞ 
NPO 法人エティック（ETIC.） 
担当：野田 香織（のだ・かおり） 
TEL: 03-5784-2115 / FAX: 03-5784-2116 
Email: incu@etic.or.jp  

＜協 賛＞ 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.  
担当 相庭 詠子（あいば・えいこ） 
TEL: 03-3220-6535 / FAX: 03-3220-6717 
Email: Eiko.Aiba@aexp.com 

 

【大阪会場】   研修参加団体（30団体） 


