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NPO法人 ミライ・ノ・ソウゾウ PROJECT

理 事 長  福  岩     忍

　いつもご支援いただく皆様方に支えられ、2016年度のプロジェクトも無事終えることが出来
ました。ここにその半年間の活動内容をまとめ、皆様へご報告させていただきます。
　2016年度のKOBEミライ・ノ・ソウゾウPROJECTは、「伝統のミライをソウゾウ～過去と
未来のマリアージュ～」と題し、古くから受け継がれている「伝統」に着目。何が本当に受け
継がれてきた「伝統」で、その本質とは。また未来へはどういった形で繋がり受け継がれていく
のだろうか。普段では深く掘り下げて考えることのないテーマと共に、学生たちとの協働プロ
ジェクトをスタートさせました。
　様々な大学から集まった学生たちと共に6月からスタートしたワークショップでは、プロジェ
クトオリエンテーションから始まり、7月の海の日には「みなとまつり」へのブース出店をし、学生
たちの様々で現代的な個性に多くの時間触れることとなりました。世代間でのギャップや問題
への取り組み方などは多少違いはあるとしても、人間として奥底に眠っているモチベーション
や気持ちの部分では何ら変わることのないものを現代の若者も持っていると、改めて認識する
ことが出来た時間でした。
　8月からは参加学生たちがチーム単位に分かれ、テーマに沿った内容のプレゼンテーション
を作成していく活動を行い、その過程で「神戸を知り、神戸の社会人と出会い、神戸に興味を持つ」
といった事を考えながら、若者たちの「気付き」「好奇心」「行動力」に訴えかける活動を行ってま
いりました。今回は「伝統のミライをソウゾウ」ということで、それぞれ「酒造」「貿易」「真珠」「温泉」
と神戸に所縁のあるテーマを題材に取り上げ、ディスカッションを重ねてまいりました。そこで
は学生ならではの楽しみの共有であったり、会話などで盛り上がることもしばしばですが、
殆どの時間が真剣にテーマに取り組み、頭を悩ます場面ばかりであったように思います。この
プロジェクトの本質『成功ばかりではなく、失敗することから学べる場を提供する』を常に考え、
社会人スタッフは学生たちと交流してまいりました。
　11月には一般公開にて最終プレゼンテーションを行い、このプロジェクトの集大成といたし
ました。学生たちは初めて経験する過程と、最終プレゼンテーションのプレッシャーにも屈せず、
素晴らしいプレゼンテーションを展開し、我々の想像を遥かに超えるパフォーマンスを見せてく
れました。学生たちはこのプロジェクトを通して神戸を知り、興味を持ち、また自分たちの将来
像を少しは描けたのではないのかと感じております。
　2017年度もまた違ったテーマのもと、若者たちと社会の協働を実現し、少しでも若者たちの
将来像の具現化、また地元神戸の活性化に役立てるよう努力してまいります。皆様方には今年
度の御礼と共に、今後ともご支援賜りますようよろしくお願いいたします。
　ありがとうございました。

スタッフ一覧

ほんだ歯科クリニック 院長
［歯科医院］

本多 忠之

株式会社ベビーツーワン 代表取締役
［ベビー用品レンタル・通販］

井上 和樹
マック株式会社代表取締役
［小売業］

植村 一仁

琉輝 代表
［コンサルタント業］

丸田 和己

株式会社サニーワールド 常務取締役
［小売業］

日下 貴裕

株式会社コネクトファクトリー 取締役
［IT関係］

田中 和志
アイスリーサポート 代表
［教育関連］

中 喜隆

平原海事興行株式会社 代表取締役
［海事代理士］

平原 秀浩

田中社会保険労務士事務所 代表
［社会保険労務士］

田中 宏昌

株式会社いづよね 代表取締役
［米穀販売］

川崎 恭雄
上高原企画 代表
［広告・印刷物制作、グラフィックデザイン］

上髙原新介

株式会社リーフクリエーション 代表取締役
［不動産業］

森下 政人

有限会社紅観光 代表取締役
［不動産賃貸業］

加藤 憲一郎

株式会社阪神総合研究所 代表取締役
［保険代理業・不動産業］

番匠 祐貴
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エスワイホームサービス合同会社 代表
［建築・不動産］



ミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴとは？

２０１6年度 ミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴテーマ

“伝統”のミライをソウゾウ!
～過去と未来のマリア―ジュ～

　次世代を担う若者たちが、毎年違ったテーマを基に“想像から創造”とつなげながら、現在の神戸を担っている社会人
や企業などと協働し、目標達成を目指すことで、普段はなかなか見出すことのできない“自分の将来像”を見つけ出す
きっかけとなります。自分に自信を持ち、ハッキリとした将来像を見ながら目標へと突き進む術を身につける事となる
PROJECTです。
　我々は、 “IMAGINE THE FUTURE. CREATE THE FUTURE.”

（神戸から日本 そして世界へ）
というテーマをもとに、次世代を担う若者たちと現在の社会をつなぐ活動を行っています。

　今年度のミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴを行うにあたり、テーマ
を策定いたしました。それが、【“伝統”のミライをソウゾウ！～過
去と未来のマリアージュ～】です。
　今年で５年目を迎えるミライ・ノ・ソウゾウPROJECT。１１月
の公開プレゼンテーションで、学生たちには過去を学び、未来を
想像し、新しい価値観を創造する、つまりは自身のミライをソウ
ゾウする体験をしてもらいたいという想いでこのテーマを設定
しました。

“伝統”のミライ＝（過去+未来）×若者たちのアイデア＝新しい価値観のソウゾウ

　神戸における伝統的な産業を学生チームごとに選択し、その産業の“伝統”のミラ
イをソウゾウすべく、過去を紐解くと同時に、理想の未来に思いを馳せることで、現在
において我々がなすべきことを考え提案するということを目的にしたものです。

ＮＰＯ法人 ミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴ 理事　　　　
事業統括部 部長  日下 貴裕

学 生

企画 ・ 実現

行 政

新しい発想
斬新な仕組みを
発表 ・ 発信

企 業

テーマ
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第1回ワークショップ（プロジェクトオリエンテーション）

第2回ワークショップ（みなとまつりブース運営）

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２8年６月11日（土）  13:30～17:00
三宮クレアホール
オリエンテーション
学生たちの初めての顔合わせの場となる第1回ＷＳ。
プロジェクト内容や目的等を学生全員に理解・
共有してもらうと共に、チーム分け、みなとまつり
ブース出店に向けてのミーティングを行い、参加
学生のモチベーション向上、チームワークの醸成を
促すことや、２回目以降のワークショップ運営の円
滑化、１１月事業を成功させるための礎を築くこと
を目的に開催しました。

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２７年７月１９日（日）・２０日（祝）  9:00～19:00
新港第二突堤
みなとまつりの屋台の企画運営
ぼっかけ丼、フランク、ポップコーン、飲料の販売
経済活動を通じて経営者の視点でマーケティング、
商品管理、販売管理、経費管理等々を行い、その
苦労を体験しながら物事を達成する手法を学び、
その過程で学生同士・社会人スタッフとの協働に
よるアイスブレイク、人間関係の円滑化、団結力の
醸成を促すことを目的として開催しました。

6
sat
11

719･20
sun mon

参加をしてみるとソウゾウし
た以上に壁にぶちあたり悩
みました。しかし、悩みなが

らもみなとまつりと発表を楽しく終われたのは
「仲間」ができたからです。「仲間」がいたから
こそしんどいことを乗り越えることができまし
た。学んだこと、得たことがたくさんある有意
義な時間を過ごせました。参加して本当によ
かったです。

廣畑 里奈
（神戸国際大学）

私はこのプロジェクトに参加
して、仲間と共に作り上げる
ことの重要性を知り、大きく

変わることができました。以前の私は、消極的
で人に頼ることが多かったのですが、仲間たち
と一生懸命取り組むことで成し遂げる責任感
がうまれ積極的になれました。また、その後に
は必ず充実感を得ることができるのがこのプロ
ジェクトの良さだと思います。

松本 智愛
（甲南女子大学）

一時のノリで飛び込んだ半年
です。かつて新大陸を目指し海
へ出た冒険家もこんな感じだっ

たのでしょうか。チームの舵を僕が取ることとなり、
同じチームの人 と々共に荒海に出たのに、頼りない
僕はいつしかチームの人々を荒海に変えるイ
リュージョンを起こしたりもしました。そして優勝、つ
まり我 に々とって新大陸に到達したわけですが、この
道のり、物語はここに書ききれないのです。

谷 直季
（神戸芸術工科大学）

MSPに参加することでたく
さんの常識や仲間が増えま
した。私が苦手とした意見を

明確に言うことや得意とする協調性も両方の
欠点や長所を伸ばすことができて達成感があ
ります。最後のプレゼンもみんなで努力して優
勝することができて、人生で1回しか味わえな
い経験をさせてもらい、参加して良かったと心
底思っています！

栗田 実樹
（大手前大学）

私は協調性があまりなく、人
と考え方が全然違うので、
意見しても理解してもらえな

いし、私も出来ませんでした。なので、辞めたく
てずっと悩んでました。でも、チームメイトはみ
んな頑張ってるので大会が近づくにつれ、「私
も協力しないと」という気持ちになりました。結
果、まさかの最優秀賞が戴けて本当に嬉し
かったです。

伊森 智香恵
（神戸芸術工科大学）

このプロジェクトには、学生
のうちにしか出来ないことを
経験しようという想いから参

加を決意しました。実際半年間かけて学生だ
からこそ、今失敗できる事、様々な経験が出来
る事、何かを成し遂げた後は、感じたことのな
い達成感を味わうことが出来る事、たくさんの
ことをこのプロジェクトが教えてくれました。参
加出来て、自分の糧となったと思います。

金正 春萌
（甲南女子大学）



2016年度 事業活動リポート

第3回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORKSHOP①）

第4回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORKSHOP②）

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２8年7月30日（土）  13:30～17:00
神戸女子大学教育センター 三宮キャンパス
みなとまつりの報告
今年度テーマの案内と進め方
みなとまつりの結果をチーム毎に報告しその結果
を検証しました。また、11月19日の最終プレゼン
テーションに向けてのスケジュール、取り組み方、
(テーマの考え方、レギュレーション、週報等)を案内し、
それに向けての新たなチームを編成するために開
催しました。

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２8年8月27日（土）  13:30～17:00
Ｐｌｕｇ０７８
骨子発表
最終プレゼンテーションに向けての骨子発表を行い、
そこで時間設定や審査基準を設けることで、当プロ
ジェクトのプレゼンテーションのスキームを学生たち
が理解することを目的とし、また、全員でチームごと
の進捗状況を確認するとともに、社会人サポーター
からの意見を募り、より高度な内容で次回のプレ・
プレゼンテーションへ臨むためのステップとすること
を目的として開催しました。

7
sat
30

8
sat
27

僕はMSPに参加して、１つ
学びました。それは妥協しな
いことです。意見の相違で

妥協せざるを得ない場面が何度かありました。
その場面を乗り切るには、相手に自分を納得さ
せられるような説明をしてもらうことが必要だ
と気づきました。この案のお陰で今は上手く
いっています。自分の信念を見つけることがで
きたので参加して良かったです。

平岡 滉史
（関西学院大学）

このプロジェクトに参加し
て、人前で緊張することが
減り、話ができるようになっ

たと感じます。プレゼンの作り方や、ディスカッ
ションの仕方、神戸の伝統など、たくさん勉強
になりました。また、作成の難しさと意見を伝え
ることも大切さも実感しました。ここで学んだこ
とを糧として、将来につなげていきたいです。

泉 香穂
（武庫川女子大学）

参加しようと思ったきっかけ
は、学校外での何か大きな
ものに参加できたらいいなと

いう簡単なものでした。なかなか思うようにい
かないことばかりで、自分の不甲斐なさもたく
さん感じました。しかし、どの活動も貴重な経
験で、他大学の学生と多く触れ合い、考え方な
どの面で成長することができ、この活動に参加
してよかったです。

本多 優歩
（武庫川女子大学）

私は、このプロジェクトに入
る前、 目標を２つ決めてい
ました。1つ目は心を許せる

友人を１人以上作ること。２つ目はリーダーに
立候補することです。結果としては2つの目標
を達成することができました。このミライ・ノ・ソ
ウゾウprojectに参加することにより、沢山の
楽しさ、苦しみ、つらさを経験することができ
ました。

長尾 咲
（甲南女子大学）

年齢も大学も違う人、社会
人の人に囲まれて挑む祭り
とプレゼンテーション。学校

やアルバイト等では経験できないものでした。
しんどいなど、否定的な気持ちになっていたの
が本音です。ただ、終わった後のやりきった達
成感に満ち溢れていたのも本当です。しんどさ
もあって、本気で取り組んだからこその達成感
を味わえた良き半年間でした。

谷口 貴恵
（甲南女子大学）

ミライノソウゾウプロジェク
トでは、自分の考えているこ
とを人に伝えることは難しい

ことだと学びました。また、普段生活している
と関わることのない違う大学、違う学年の人
達と仲良くなれたのが良かったです。この半
年間は自分にとって良い経験をしたと思いま
す。この経験をこれからの生活に活かしてい
きたいです。

濱田 華帆
（武庫川女子大学）



2016年度 事業活動リポート

第6回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORKSHOP③）

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２8年10月22日（土）  
14:00～16:20
神戸芸工
櫻田 人司 氏
プレゼン講座初級編
プレゼンテーションの達人、櫻田
氏を講師に迎え、ビジネスの世界
でも通用するプレゼンテーション
の基本的な手法を学び、チーム
毎のカウンセルを実施し本番に
向けて最終のブラッシュアップを
図るために開催しました。

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２8年１０月15日（土）  13:15～17:00
甲南女子大学９３１教室
進捗報告とプレゼンスキルアップトレーニング
プレ・プレゼンテーションで指摘された講評をどのよ
うに反映させて、現在どのようにブラッシュアップに
取り組んでいるかを報告し合い、その進捗の確認を
しました。また、チーム毎にプレゼンテーションのレ
ギュレーションを再確認し、その完成度の向上を図り
ました。そして、個々のプレゼンスキルの向上のために
学生と社会人を交えて即興スピーチを実施し、とっさ
の対応力、機転、発想力、舞台感を培うこと目的とし
て開催しました。

番外編ワークショップ10
sat
22

10
sat
15

第5回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORKSHOP③）

日 時

場 所

ゲスト

内 容

趣 旨

平成２8年9月24日（土）  13:45～17:00
神戸アートビレッジセンター
ＳＲＣグループ代表 横山 剛 氏
プレ・プレゼンテーション
プレ・プレゼンテーションを行うことで、その進
捗の確認、舞台感の醸成、内容のより一層のブ
ラッシュアップを促すことを目的とし、また、第３
者として、当ＰＲＯＪＥＣＴの最大の支援者であり
理解者である横山　剛氏をお招きし、客観的な
視点での審査・講評をしていただき、より完成
度の高いプレゼンテーションを作り上げるため
の一助とすることを目的として開催しました。

9
sat
24

チームでプロジェクトを進め
るのは、思っていたよりずっ
と難しかったです。そんな中

毎日MSPのことを考えて活動したことは、今ま
での大学生活にない、いい経験になりました。
取材などで、普段関わることのない方々のお話
や、アドバイスをいただき学ぶことが沢山あり
ました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがと
うございました。

脇田 菜央
（神戸松蔭女子学院大学）

私はMSPに参加して、何か
新しいことを創造する楽し
さを知りました。テーマの

「伝統」をどうやって未来に繋げるかや自分達
が何をしたいのか分からず、苦戦しました。同
時にチームで悩み考え、何かをつくり上げて
いくことが楽しいとも思いました。色々と大変
でしたが、新たなことを知れとてもいい経験が
できました。

林 亜也
（大手前大学）

温泉産業をクローズアップ
し、神戸のミライをソウゾ
ウしました。このワークには

答えがないため、考えても何が正しいのか分
からない時期がありました。しかし、その状
況でも最後まで考え、納得のいく一人温泉
を提案できました。ミライをソウゾウする、と
ことん考え抜く楽しさを実感できたワーク
ショップでした。

黒田 絢香
（神戸女子大学）

活動を振り返ると、話し合い
が進まなかったり、失敗をし
たりと苦しい事の方が多

かったです。しかしその分、みなと祭りやプレゼ
ン後のチームで必死に取り組んだ達成感は計
り知れないものでした。お互い知らない者同士
が涙を流せるまでに成長できた事、社会人の
方々と関わる経験ができた事、全てが私の財
産となりました。

玉田 賀帆里
（神戸女子大学）

MSPに参加しようと思ったの
は、学校以外に頑張ったって
言えることが欲しいなと、そ

んな気持ちからでした。実際に参加してみると、
チームのみんなと予定を合わせることから難し
く、話し合いが進まなくて大変な日々が続きまし
た。でもそれを乗り越えてチームの絆は深まっ
たし、自分自身も少しは成長できたと思います。
貴重な体験が出来た半年間でした！

坂本 奨菜
（武庫川女子大学）

MSPに参加して途中で辞めよう
としてた事もありましたが、何と
か半年間続けてこられた今は達

成感で一杯です。普段知り合えない様々な価値観を
持った人と関わることで自分を大きく成長させてくれま
した。違った考えを持つ人がいるからこそ、楽しさや苦
労も沢山味わえたと思います。MSPはプレゼンテーショ
ンがゴールではなく、その過程の中で起きる様々な壁
を乗り越える術を学ばせてくれたと私は思っています。

大本 奈央嘉
（甲南女子大学）



各チームのプレゼンテーション内容
チーム ： GO! GO!! リムジン

真珠で繋ぐ未来への輝き
真珠って高価なイメージがあるし、興
味がないのよね.....」と思っているそこ
のあなた!! 私たちは、真珠という小さ
な一粒の存在が、人々の思いをこめて
浸透していき、ミライへと繋ぐ新たな
マリアージュを考えました。

チーム ： 五つ星

おい君、貿易は神戸に任せよーぜ
私たちの生まれるずっと前から、様々
な想いが込められて送り出された物
達がここへ届いてはまた旅立って行く。
そんな長い時間見守り続けた神戸港
の「伝統」を、新しい姿に変え遠い過去
からやってきた船に乗せ未来へ。

チーム ： ぺこひかり

日本酒の神髄
あなたは日本酒を飲む目的を勘違い
していませんか？？日本酒初心者も、
上級者も、これを聞けば、バッチリ日
本酒の過去と未来がわかります！今す
ぐ日本酒が飲みたくなるかも！あなた
も聞いてみませんか？

チーム ： OHANA
君の癒しは。

～まだ見たことのない温泉を探している～
神戸、いや日本に根付く温泉の文化、そ
の中でも私たちOHANAは独自の視
点から「癒し」をクローズアップ。現代
社会でストレスや疲れが叫ばれる今、
温泉の役割とは…。また私達にできる
事とは…。

最終ソウゾウ・プレゼンテーション（一般公開型）

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２8年１１月19日（土）  13:30～16:40
神戸アートビレッジセンター
公開プレゼンテーション（オープニングライブ・交流会）
ＫＯＢＥに対する社会的提言を、学生たちが半年間かけて創り上げた
プレゼンテーションで発信する場であり、それらをＳＲＣグループ代表
横山氏をはじめ、産官学の識者の方々に審査をしていただき、各チーム
のプレゼンテーションの優劣を競いながら、学生たちの成長と活躍を
披露する場として開催いたしました。またオープニングライブや終了
後の交流会では学生たちと、このプロジェクトに関わる様々な方々と
のクロスオーバーな関係性を持てるような場も設けました。

最終ソウゾウ・プレゼンテーション
最終順位

1位 五つ星
2位 ぺこひかり
いづよね賞 五つ星(観客から最も支持された特別賞）

オープニングアクト
ＭＳＰ ＦＥＡＴＵＲＩＮＧ ＬＩＶＥ
アーティスト ＰＥＣＯさん

神戸から日本そして世界へ

11
sat
19

今年度のテーマを決めるにあたり、ミライを担う若者たちには、しっかりと過去
から現在までの物事の成り立ちを学んだ上で、これからのミライに向けてソウゾ
ウ的な行動をしてほしいという想いから、このようなテーマ設定に至りましたが、
今回のテーマは例年に比べ難しかったようです。中でも学生たちは“伝統”をどう
捉えるべきかでかなり悩んだように見受けられました。しかしながらもそんな状
況の中、積極的に取材やミーティングを重ね今まで全く未知で関心もなかった
分野のことをほんの少しでも垣間見て、知識を得ることが学生たちにとっては他
では得難い有意義な経験になったのではないかと思います。特に取材では学生
の日常ではまず会うことのできないような様々な識者の方々と直にお話しさせて
いただけたことは貴重な体験であったと思います。4か月という短期間での作りこ
みなのでプレゼンテーションの内容が未熟だったのは否めませんが、それでも、
学生たちがこのＰＲＯＪＥＣＴ通じて社会と繋がったことで、彼らのミライのソウゾ
ウ力を培うことに少なからず寄与したであろう感じております。

2016年度事業統括 日下 貴裕

◎学生時代にこのような活動には縁がな
く、参加された学生たちのことをうらや
ましく感じます。今回のＰＲＯＪＥＣＴを糧
にこれから社会に出ても頑張ってほしい。

◎一生懸命に取り組む、そして何らかの
形に残す活動は人を成長させるんだ
なぁと思いました。

観客の感想

◎着眼点は良いが、そこからの突っ込み
が弱い。

◎パフォーマンスが面白い。

◎実現化の可能性やニーズをもっと検証
するべき。

審査員の感想

事業統括 総評

NPO法人
ミライ・ノ・ソウゾウ・PROJECT

ＫＯＢＥのストリートで明日を夢見て活動
している若いアーティストにスポットを当
てたこの企画。今回はＰＥＣＯさんがパワ
フル＆スウィートな歌声で観客を魅了！！



特別協賛

協 賛

協 力

後 援

㈱池之坊満月城　 お酒と料理の心　 ㈱ひまわり　 マック㈱　 ㈱村上工務店

神戸市　 Kiss FM KOBE　 （一社）神戸青年会議所　サンテレビ　ラジオ関西

いづよね　　㈱ウィニスト　 神戸女子大学　 肉の入江

昨年御協力・御支援いただいた企業・団体様一覧

NPO法人 ミライ・ノ・ソウゾウ PROJECT
http://www.mirainosouzou.org 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町4-12-20 深江ビル302号

1856-354-870 ： XAF　0856-354-870 ： 話電

お問い合わせ ・ お申し込み先

協力企業・団体様募集

KOBE ミライ・ノ・ソウゾウPROJECT では…

「私たちと一緒に新しい自分を見つけてみよう!!」

座学ではない体験型ワークショップで神戸発クリエイティブシンカーを創造
神戸市の街全体がキャンパスになる、学生のためのプロジェクト

ワークショップ参加者から、世界に通じる「神戸発クリエイティブ
シンカー」を誕生させることを目指しています。

参加資格

6月17日
7月１６・17日
7月29日
8月19日
9月9日
９月３０日
１０月１４日
１１月某日
１１月１８日
１２月１６日

第1回ＷＳ
第2回ＷＳ
第3回ＷＳ
第4回ＷＳ
第５回ＷＳ
第６回ＷＳ
第７回ＷＳ
ソウゾウ事業開催
第８回ＷＳ
ＦＩＮＡＬ（修了式）

全てのワークショップに参加可能であること。 年齢18歳～24歳まで（高校生を除く）

※８月２６日　ＭＳＰ同窓会

学生と一緒に活動または、活動をサポートして頂ける企業や団体様も大募集しております。
学生たちのサポーターとして一緒にワークショップを開催し、ミライの神戸を共に考えてみませんか？

平成29年度  学生 ・ 参加企業様

募集要項

事業スケジュール（予定）


