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SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2019 REPORT
©SIW2019 実行委員会 All Rights Reserved

2

3

渋谷区観光協会 代表理事／渋谷未来デザイン 理事
EVERY DAY IS THE DAY クリエイティブ・ディレクター
金山淳吾
SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2019 の全日程が終了し

ました。
総合プロデュースという立場上、並行して多会場で開催されるす
べてのプログラムに参加することは不可能なのですが、それでも

かなりの数のプログラムから多くのことを学べた 12 日間でした。
今年のテーマは “NEW RULES”。
時代は変わりゆくのではなく、多様な人々の意思の熱量で「変え
ていく」ものなのだ、とあらためて強く感じました。

そんな熱量を渋谷・表参道に集めることができたことは、地域づ
くりをになう一人の人間として非常にうれしい気持ちでいっぱい
です。

THEME

まだまだ、発展途上な SIW です。
これからも様々なパートナーのみなさんと共に育てていきたいと
思います。

来年のテーマは「THINK CULTURE ／文化、どうする？」です。

NEW RULES.
〜新しい価値観〜

さて、文化というとらえどころのない、でもすべての人々にとっ
てかけがえのないものをどう捉えていくか。
知的好奇心の旅は続きます。

開催期間

渋谷未来デザイン 理事 ・事務局次長
NEW KIDS 代表
長田新子

2019 年 9 月 11 日（水）〜 9 月 22 日（日）

今年で２年目となる SIW ですが、子供達が参加できるプログラ

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 実行委員会

共催

渋谷区

特別協賛

公益財団法人 日本財団

後援

文部科学省 / 東京都 / 渋谷区商店会連合会 /

ティ双方に存在する “ 心のバリア ” にある」

知的好奇心と、
それを満たした心地よいあたまとこころの疲労感。

「20 世紀、企業は利益を上げることでブランドバリューを築い

おなかいっぱいに見て聞き、考え、体験する日々は、今年もあっ

てきたが、21 世紀は人類を幸せにするミッションを掲げられる

という間に過ぎました。

企業が強い時代」

今 回 で 2 度 目 の 開 催 と な る「SOCIAL INNOVATION WEEK

「障がい者が出演するからパラなのではない。障がい者 = マイ

SHIBUYA」
。2019 年は 9 月 11 日 ( 水 ) 〜 9 月 22 日 ( 日 )、渋谷

ノリティの視点が活かされるからおもしろい」

〜表参道の各所に計 100 以上ものイベントやトークセッション

「便利になる反面、わざわざ集まってコミュニケーションする機

が集まり開催されました。

		

の目標になる」

「モテない野菜はつくらない。女の子が食べているお皿をみれば、
“ 売れる野菜 ” がわかる」
“NEW RULES 〜あたらしい価値観〜 “ をテーマに据え開催され
た今年の「SIW」
。12 日間を通して、渋谷を訪れる皆さんにとっ

アートを生み出す土壌にならないといけない」

てあたらしい、絶対的な価値がひとつ、見出されたわけではあ

「多様な価値をすくい上げるには、飲み物を攪拌するマドラーの

りません。むしろその答えは多様であり、皆さんがそれぞれの
手元に、
あたたかく大切に見出すべきものだということがわかっ

ような存在が社会に必要なんです」
「ダイバーシティを実現すること自体が目的になるのではなく、

たのではないでしょうか。それを尊重し合い生きていくという

いろいろな人がいるからこそ結果として生まれてくるものがダ

“ ルール ” こそが、強いて言うならば、我々が導きだしたひと

イバーシティ」

つの答えなのかもしれません。

「観光都市が文化を壊すようであってはならない。街のオリジナ
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多くの参加者から来年はもっとやりたい、参加できなかった方々
からは是非参加したいという有難い意見を頂き、自分自身もこ
の学びや出会いを無駄にせず、より良い社会に向けた機会やア
クションを増やしていけたらと思っています。

一般社団法人 渋谷未来デザイン 理事 )

このプロジェクトの趣旨に賛同して、ご協賛・ご協力いただいた
皆様、ご参加頂いた皆様、イベントを一緒に作ってきた実行委員

兼 事務局次長 )

会メンバーには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。至らなかっ
た点も多々ありますが、来年に向けてチーム一同邁進してまいり
ますので今後ともよろしくお願いいたします。
最後になりますが、巻き込む力と巻き込まれる力による真の共創
時代を実現できることに期待して、また来年もお会いしましょう。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 / i-common by PERSOL
株式会社アウトナンバー / 株式会社アカツキ / NPO 法人アーバンファーマーズクラブ
一般社団法人アショカ・ジャパン / Innovation Team dot /
一般社団法人 INTO THE FABRIC / エイベックス・エンタテインメント株式会社
EDGEof / anytee / en one tokyo 株式会社 / 川上産業株式会社 / Creative Project, Inc.
一般社団法人 CLEAN&ART/ 特定非営利活動法人グリーンズ
NPO 法人 green bird / GROOVE X 株式会社 / KDDI 株式会社 / 株式会社 G-Too
渋谷区 / 渋谷区 SDGs 協会 / 一般財団法人渋谷区観光協会 / 渋谷区子育てネウボラ
渋谷区 100 人カイギ 運営事務局 / SHIBUYA TSUTAYA / SHIBUYA PIXEL ART
一般社団法人渋谷ラグビー協会 / 城西国際大学
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 / スーパースポーツゼビオ
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス / 株式会社タイマーズ
TaiYou Symphony - 太陽交響曲 - / 一般社団法人ダヴィンチマスターズ
株式会社 WC Japan/ 株式会社デンソー / 東京ヴェルディ株式会社
東京カルチャーカルチャー / 公益社団法人 東京青年会議所 / trialog / 日本放送協会
合同会社 NEWSKOOL/ 株式会社ニューバランスジャパン
特定非営利活動法人バイシクルエコロジージャパン / Peatix Japan 株式会社
株式会社 HIDDEN CHAMPION / フィールドミュージアム実行委員会 / Femcare Me
株式会社 FOLIO / 株式会社ふるサポ / FLY/ プライドハウス東京
プラス・サーキュレーション・ジャパン / 株式会社プラチナムプロダクション
株式会社ベイクルーズ / ボッシュ株式会社 / 一般社団法人マーケターキャリア協会
株式会社マザーハウス / 株式会社リクルートライフスタイル
松下村塾リバースプロジェクト / MASHING UP / meeTalk/ Yahoo! JAPAN
ライオン株式会社

イデンティティが確立されると、共同体への貢献というのが次

「家族とは、法や言葉によって定義されるものではない」

へのステップだと思っています。

協力（50 音順）

「自己中心性からの脱却というのは、大人への第一歩。個人のア

「都市空間のなかにアートをインストールするのではなく、街が

とは、“ 違和感 ” の連続です。
しかしながら、この違和感に疑問を持ち考えることが次なる時代

長田新子 ( 一般社団法人 渋谷未来デザイン 理事

て、
しやすい環境をつくるべき。“Must” ではなく、
“Can” が大切」

してテクノロジーがあることを意識することが大事」

今年のテーマである “NEW RULES - 新しい価値観 ” を感じるこ

金山淳吾 ( 一般財団法人 渋谷区観光協会 代表理事 /
		

未来が多様であるならば、
それを目指し語られる言葉たちもまた、 「たとえば LGBTQ について、カミングアウトさせるのではなく

「道具を用いて人間が成長するのが、文明。人間のための道具と

ることがこのプロジェクトの目的です。

プロデューサー

会を届けるために、技術とデザインの力を使いたい」
多様なものでした。

“ イベント ” という形での形態は一旦終了しましたが、SIW とい
う旅が終わったのではなく、次なる旅へ参加のきっかけを作るす

一般社団法人渋谷未来デザイン

「ダイバーシティが実現しない理由は、マジョリティ・マイノリ

れる、刺激的な 1 週間とすこし。

で、各々がこれからに向けた何らかのアクションにつながればと
全力を注いできました。

一般財団法人 渋谷区観光協会 /

リティは住民主体にして持続させたい」

“ 多様な未来を考える 12 日間 ”。視点や考え方をおおきく開かさ

ム、街を活用した実験的な企画、アーバンスポーツ体験、テーマ
ごとに繰り広げられるトークセッションや横のつながり強化な
ど、できるだけ多くの人が参加できるリアルな場作りを行うこと

SIW 公式キャラクター：みどりん
渋谷区在住のちょっとひみしりな優等生。空想大好き。
「SIW では SNS や印刷物でガイドをお手伝いしたんだ」
Character Design by IBU（@ibuchang_）

全体統括

一般社団法人 渋谷未来デザイン

クリエイティブ

株式会社 EVERY DAY IS THE DAY

制作・運営

株式会社 TAMARIBA
株式会社ノット

DIVE DIVERSITY SESSION

プログラム・ディレクター 北村久美子（株式会社 AOI Pro.）
プログラム・コーディネーター
シッピー大岡、千賀祐輔、高木葉子（株式会社 AOI Pro.）

会場
朝日新聞社メディアラボ渋谷分室 / EDGEof / NT 渋谷ビル / 表参道ヒルズ
café 1886 at Bosch / 國學院大学 / 国際連合大学 / 渋谷キャスト
渋谷区文化総合センター大和田 / 渋谷区役所 / 渋谷ストリーム
SHIBUYA TSUTAYA / 渋谷ヒカリエ / subaCO / 善光寺 / DAZN CIRCLE
東急プラザ表参道原宿 / 代々木公園
（連携スポット）eplus LIVING ROOM CAFE & DINING
COCONUT GLEN'S 表参道店 / DJ bar 東問屋

SIW2019 実行委員会

天田輔 / 安東直美 / 安藤竜介 / 大橋祥 / 大塚達彦 / 神津悠平 /
佐治康子 / 鈴木はるみ / 竹下佳世乃 / 立川智宣 / 千田聖一 / 徳
田七菜 / 福山徳博 / 三浦宗丈 / 宮島義隆 / 村上祐太 / 山本千晶 /
横山大輔 / 渡邊彰浩 / 渡邉翼
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ORGANIZERS
& PARTNERS
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SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 実行委員会
共催

特別協賛

ゴールドパートナー

特別協力

後援
渋谷区商店会連合会
4C

メディアパートナー
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シルバーパートナー

SCHEDULE

LEARNING

NETWORKING

EXPERIENCE

OTHER

12 日間・20 会場で約 100 のコンテンツを実施。

9/11

9/129/11 9/139/12 9/14
9/13

（水）

1

渋谷キャスト

1

渋谷キャスト スペース

（木）
（水） （金）
（木） （土）
（金）

スペース

渋谷のリブランディング 〜世
界の人々を惹きつける町へ〜

渋谷のリブランディング 〜世
界の人々を惹きつける町へ〜

SOCIA L INNOVATION× 災害
仮設住宅ワークショップ

SOCIA L INNOVATION× 災害
仮設住宅ワークショップ

9/14

9/15

（土）

（日）

1

9/169/15 9/179/16 9/189/17 9/19
9/18 9/20
9/19 9/21
9/20 9/229/21

1

MOTHERHOUSE COLLEGE
「家族」について考える

この世界を信じるための
10 分
トークイベント
トークイベント
MOTHERHOUSE COLLEGE
UPDATE DOCUMENTA RY
「家族」について考える PROJEC革命のレシピ
革命のレシピ
T

たった 30 分でわかる
お金の働かせ方講座

たった 30 分でわかる
お金の働かせ方講座

SHIBUYA QUEST
2019

SHIBUYA QUEST
2019

この世界を信じるための 10 分
クマタンと
UPDATE DOCUMENTA RY
うんちまつり
PROJEC T

ガーデン

未来へつなげ !

CE チャレンジ !!

クマタンと
クマタン うんち体操
うんちまつり
井出由紀

渋谷ママ体操
渋谷区子育てネウボラの紹介展示
渋谷区子育てネウボラの紹介展示
ぷちぷち塗り絵

（日）

クマタン うんち体操
井出由紀
渋谷ママ体操

ぷちぷち塗り絵

Baby & kids フォトデザインブース
Baby & kids フォトデザインブース
with Famm ママ専用スクール with Famm ママ専用スクール

SHIBUYA PIXEL ART /
SHIBUYA PIXEL ART /
ピクセルアート企画展「現代の妖怪」
ピクセルアート企画展「現代の妖怪」

ガーデン

9/22

（月・祝）
（日） （火）
（月・祝）（水）（火） （木）（水） （金）（木） （土）（金） （日）（土）

未来へつなげ !

SIW cafe supported by CITY SSHOP
IW cafe supported by CITY SHOP

CE チャレンジ !!

Play! Share Shibuya Station Play! Share Shibuya Station

2

3

渋谷ヒカリエ

2

3
渋谷ストリーム

渋谷ヒカリエ ホール A

ホール A

ホール B

ホール B

8/court

8/court

渋谷ストリームホール

ホール

渋谷 5Gエンタメテック会議

コミュコレ ! in SIW 2019

コミュコレ ! in SIW 2019

稲荷橋広場

稲荷橋広場

金王橋広場

金王橋広場

5

SHIBUYA TSUTA5YA SHIBUYA TSUTAYA

6

6
渋谷区文化総合センター大和田
渋谷区文化総合センター大和田

7

NT 渋谷ビル

7

8

國學院大学

9

国際連合大学

10

10 朝日新聞社メディアラボ
朝日新聞社メディアラボ
渋谷分室

渋谷分室

11

EDGEof

Italian Startup
2F
Night Pitch Event

3

SOME CITY TOKYO
バスケクリニック

5

渋谷区アイリス講座「渋谷から
ガラスの壁を壊そう！ スポーツと
ジェンダーの平等」

6

NT 渋谷ビル

ストリートアートと
落書きの境界

ストリートアートと
7
落書きの境界

7

8

國學院大学

ダヴィンチマスターズ

8
ダヴィンチマスターズ

8

9

国際連合大学

6

9

green drinks
shibuya

green drinks
shibuya

TSUTAYEXH
A× パラリンアート「SH
IBITION」
IBUKURO EXHIBITION」
SHIBUYA TSUTAYA× パラリンアート「SH
SHIBUYIABUKURO

ASHOK Aイノベーショントーク

片山ます江 川添高志

コミュニティは参加する
10
から、主催する時代に。

11

11

デザイン経営の実践

SOCIA L INNOVATI中小企業向け
ON ×
CIA L INNOVAT ION ×
渋谷区 100SO
人カイギ
経営イノベーションセミナー：
プロアスリートの
プロアスリートの
Vol,19
SIWChallenge
ｓをビジネスに活かす
！」 withNew
Challenge
New「ＳＤＧ

12

12

DAZN CIRCLE

13

13

Bicycle Friendly
な未来に向けて

14

代々木公園

14

14

15

subaCO

15

15

16 東急プラザ表参道原宿
東急プラザ表参道原宿
6F おもはらの森 6F おもはらの森

16

16

17

表参道ヒルズ 17

表参道ヒルズ スペース オー

17

音声 AR
「見ないからこそ見える
色」
と
「音だけの怪物」

18

善光寺

善光寺

18

煩悩
#BornNow 2019

19

19 渋谷区桜丘（線路沿いの仮囲い）
渋谷区桜丘（線路沿いの仮囲い）

PUBLIC ART PROJECT

PUBLIC ART PROJECT

20

勤労福祉会館 20

PUBLIC ART PROJECT

PUBLIC ART PROJECT

渋谷区役所

12

渋谷区役所

13

DAZN CIRCLE

13

14

代々木公園

15

subaCO

16

18

15F Space428

15F Space428

スペース オー

勤労福祉会館
8

渋谷区 100 人カイギ
Vol,19 with SIW

Bicycle Friendly
な未来に向けて
フィールド ミュージアム
渋谷 2019

PRIDE HOUSE

HIP AHOP
音声
R
「見ないからこそ見える
1790s
ENと
C「音だけの怪物」
E
EXPERI色」

18

片山ます江 川添高志

Femtech Fes!

中小企業向け
経営イノベーションセミナー：
「ＳＤＧｓをビジネスに活かす！」

12

ASHOK Aイノベーショントーク

DISCOVER @EDGEof with meeTalk
DISCOVER @EDGEof with meeTalk
デザイン経営の実践

SOCIAL INNOVATION ×
渋谷区 SDGs 協会

倉持智行氏 ライブペイント
渋谷区アイリス講座「渋谷から
ガラスの壁を壊そう！ スポーツと
ジェンダーの平等」

コミュニティは参加する
から、主催する時代に。

Femtech Fes!
SOCIAL INNOVATION ×
渋谷区 SDGs 協会

倉持智行氏 ライブペイント
渋谷区アイリス講座「渋谷から
ガラスの壁を壊そう！ スポーツと
ジェンダーの平等」

みんなとわたしにちょっといいもの。
みんなとわたしにちょっといいもの。
街角のソーシャルグッド展 - SDGs
街角のソーシャルグッ
& Me ド展 - SDGs & Me -

9

10

東京ヴェルディユニバー
サルサッカークリニック

NEXT GENER ATIONS ~ストリートをアップデー
NEXTトせよ~
GENER ATIONS ~ストリートをアップデートせよ~
SOME CITY TOKYO
SOMECITY TOKYO
SOMECITY TOKYO
バスケクリニック
A LLSTA R 2019
A LLSTA R 2019

SOME CITY TOKYO
SOME CITY TOKYO
バスケクリニック
バスケクリニック

4

渋谷区アイリス講座「渋谷から
ガラスの壁を壊そう！ スポーツと
ジェンダーの平等」

Italian Startup
Night Pitch Event

よい歯でよくかみよいからだ

DIVE DIVERSITY SESSION

東京ヴェルディユニバー
サルサッカークリニック

4

2F

渋谷区子育てネウボラの紹介展示

3

SHIBUYA TSUTAYA×
5
パラリンアート

EDGEof

よい歯でよくかみよいから
だ
うんちまつり

trialog summit

SHIBUYA TSUTAYA×
パラリンアート

11

渋谷区子育てネウボラの紹介展示
クマタンと

DIVE DIVERSITY
SESSION

DIVE DIVERSITY SESSION
渋谷 5Gエンタメテック会議

TORQUE COURT

4
café 1886 at Bosch
café 1886 at Bosch

2

trialog summit

TORQUE COURT

4

DIVE DIVERSITY
SESSION

2

ニューバランス クマタンと
「３D スキャン」
うんちまつり

90s HIP HOP
EXPERIENCE

煩悩
#BornNow 2019

9

PRIDE HOUSE

フィールド ミュージアム
渋谷 2019
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ニューバランス
ニューバランス
「３D スキャン」
「３D スキャン」

ニューバランス
「３D スキャン」

MAP
徒歩 20 分を目安に、
渋谷・原宿・表参道エリアの 20 会場で
“ 新しい価値観 ” を考えたんだ

14 代々木公園

原宿駅
15 subaCO

16 東急プラザ表参道原宿 おもはらの森

18 善光寺

通
り

17 表参道ヒルズ

青

山

a COCONUT GLENʼS
表参道店

国立代々木競技場

表参

道

表参道駅

NHK放送センター
10 朝日新聞社メディアラボ渋谷分室

12 渋谷区役所

公園通り

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

明治神宮前〈原宿〉駅

13 DAZN CIRCLE

11 EDGEof

20 勤労福祉会館

1 渋谷キャスト

9 国際連合大学

神宮通公園

5 SHIBUYA TSUTAYA ů

り
通

山

青

c eplus LIVING ROOM
CAFÉ & DINING
2 渋谷ヒカリエ

b DJ Bar 東間屋

渋谷駅
7 NT渋谷ビル

号
246
国道
6 渋谷区文化総合センター大和田

4 café 1886 at Bosch
3 渋谷ストリーム

明

治

通
り

8 國學院大学

19 渋谷区桜丘（線路沿いの仮囲い）
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PROGRAM
LINE-UP

SOCIAL INNOVATION WEEK
SHIBUYA 2019
OPENING EVENT

ソーシャルイノベーションウィークで行われるイベントは
３種類にカテゴライズされています。

ソーシャルイノベーションウィーク渋谷

1

SHIBUYA SOCIAL ACTION AWARD

5

DIVE DIVERSITY SESSION

trialog summit

国内外から様々な有職者を招き、
多様な未来の可能性を探求する

若林恵とソニーが仕掛ける、次世
代のクリエイティブな生き方につ

トークセッションを展開。

いて “ 三者対話 ” を通して考える
プラットフォーム「trialog」が SIW
内にて 1DAY イベントとして開催。

た先進的なステージをみせる「THE FACTORY」が登場。
続けて、渋谷未来デザイン 代表理事 小泉秀樹さん、渋谷区長 長谷部健さん、渋谷区

オープニングイベント

議会議長 下嶋倫朗さん、株式会社 AOI Pro. 北村久美子さん、KDDI 株式会社 中馬和

9 月 11 日（水）会場：渋谷ストリーム ホール

彦さん、タレントの若槻千夏さんからご挨拶をいただきました。
なかでも、長谷部健 渋谷区長は、多様性を尊重した街づくりを推進するニューヨー
ク市を例に挙げながら、

「好奇心でさまざまな体験を組み合わせ、
イノベーターになろう」

「渋谷も渋谷らしい多様性を見つけていきたい。あたらしい価値を生み出し続ける街
になるために、多様性を盛り上げ、理解を促進する機会に SIW がなってくれたら」
と期待を込めました。

いよいよスタートした「SIW」
。
まず登壇したのは、SIW のプロデューサーである、金山淳吾、長田新子のふたりと、
教育者であり起業家の坪田信貴さん。そしてもうひとり——長田の手元には小さなロ
ボット「OriHime」
。遠隔地からコミュニケーションが可能な “ 分身ロボット ” です。
「OriHime」の向こう側にいるのは、脊髄生筋萎縮症を患う永廣柾人さんでした。

LEARNING 学ぶ

20

思えるかもしれないけれど、いろんな考え方や活動を知ることから好奇心が起こり、

わくした雰囲気のなか、
「SIW 2019」は幕を開けました。

28

子どもから大人まで
誰もが好奇心を刺激される
プログラムを渋谷～表参道エリアの
オープンスペース等で展開。

12

多様性の魅力を見事に体現した圧巻のステージングで、会場は一気にヒートアップ。
これからはじまる 12 日間の刺激的な日々に向けた高揚と重なり、ポジティブでわく

EXPERIENCE 体験する

本イベントに参加する人が
自由に交流できる機会を提供し、
オープンイノベーションへと
つながるきっかけを創出します。

彼らは、障害・性・世代・言語・国籍などあらゆる多様性があふれる社会を目指すパ
貫として、モントリオールから来日しました。

金山「イノベーションというとあたらしく何かを発明しなきゃとか、ハードルが高く

れたらいいなと思います」

繋がる

し伝えるブレイクダンス・クルー「ILL-Abilities」のパフォーマンス。
フォーミングアーツの祭典「True Colors Festival - 超ダイバーシティ芸術祭 -」の一

それらのコネクターになるだけでイノベイターになれる。そのきっかけに SIW がな

NETWORKING

そして、会を締めくくったのは「障害」のネガティブなイメージをポジティブに変換

13
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昨年の SIW 参加者の中から、
その後も継続して
「THINK」を「ACTION」へと
推し進めたプロジェクトを表彰する
。
「SHIBUYA SOCIAL ACTION AWARD」
受賞者とその活動内容を発表します。

59

そしてオープニングパフォーマンスとして、演劇、伝統芸能、現代芸能をミックスし

DIVE DIVERSITY SESSION
ダイブ・ダイバーシティ・セッション

セッション数

59sessions

９月 15 日（日）〜 22 日（日） 会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT 、9F ヒカリエホール A

国内外からさまざまな有識者を招き、多様性社会の可能性を探求する
トークセッションを展開。8 日間に渡り約 60 ものセッションが行われ、
のべ 120 名以上が登壇しました。

9/15（日）

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

「キーノート」

セカンドID～本当の自分の出会い方

インターネット文明と渋谷革命
「道具を用いて人間が成長するのが、文明。あくまでも人間
が中心にあり、人間のための道具としてテクノロジーがある
ことを意識することが大事」“ 日本のインターネットの父 ”
が語る、これまで／これからのインターネットと社会の関係、
そして未来の渋谷のあるべき姿について。
村井純：工学博士

84 年日本初の大学間ネットワーク JUNET 設立。88 年 WIDE プロジェクト設立。内閣官房 IT 総合戦略本部員。

国際学会等で活動。13 年 ISOC の選ぶ「インターネットの殿堂」入りを果たす。
「日本のインターネットの父」
として知られる。

「予想外の出来事や多様な人との出会いで、ID はいっぱい作
れるし、人は変わっていける」複数のアイデンティティを持
つことで “ 本当の自分 ” を模索するという “ セカンド ID” の
考え方。俳優活動休止以降複数の肩書きでクリエイションを
続けてきた小橋さんの価値観の根源を共有。
小橋賢児：LeaR 株式会社 代表取締役／クリエイティブディレクター
88 年に俳優デビュー。朝ドラをはじめ数々の TV 番組に出演。07 年に芸能活動休止。現在はクリエイティブディ
レクターとして、未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND」やキッズパーク「PuChu!」
、都市開発の
企画運営にも携わる。

セカンド ID I'm not a Creator

社会彫刻：ベルリンからの未来
「いまベルリンの大企業のオフィスに人はいません。ガラガ
ラです。みんな外に出て働いているんですね。その方が新し
いイノベーションが生まれますから」さまざまな変化が巻き
起こるベルリン。社会の構成要素を彫刻とみなし、多角的な
視点でベルリンの多様性を紐解くセッション。

都市と農村と私。
～パラレルライフ・イズ・ビューティフル～

「モテない野菜はつくらない。女の子が食べているお皿を
みれば、“ 売れる野菜 ” がわかる。僕たちはそれを優先的
に育てるようにしています」都市生活と農業の新しい関わ
り方を模索するふたりのトークセッション。会場ではオー
ガニック野菜を使ったお弁当も振る舞われました。

武邑光裕：メディア美学者。武邑塾塾長。
京都造形芸術大学、東京大学大学院、札幌市立大学などで教授職を歴任。インターネットの黎明期から現代の
ソーシャルメディア、ＡＩにいたるまでデジタル社会環境を研究。2013 年より武邑塾を主宰。現在、ベルリ
ン在住。

井本喜久：一般社団法人 The CAMPus 代表理事

AI時代、子供に何を学ばせるか？

アートで渋谷をアップデートする

「学校では、いかにスピーディに正解を答えられるかが重要
視されていましたが、これからは正解がなくなる時代。情報
の扱いのうまさがカギになってきます」
“ 正解 ” よりも “ 納得解 ” を出せる人になること。来たるべ
き時代へと一歩踏み出す際の大切な心得を熱弁。

「都市空間のなかにアートをインストールするのではなく、
街がアートを生み出す土壌にならないといけない」
いかにしたら渋谷の街が、ストリートから生まれ出る豊富
なアートクリエイションの受け皿になりうるのか。4 人の
キーマンたちによる白熱した意見交換。

藤原和博：教育改革実践家

遠山正道：株式会社スマイルズ 代表取締役社長
太下義之：博士（芸術学）独立行政法人国立美術館理事
寄本健 ：東急株式会社 沿線生活創造事業部 エンターテインメント戦略グループ
兼 渋谷開発事業部 開発計画グループ 課長
坂口元邦：シブヤピクセルアート実行委員会 実行委員長
スリーシックスティ・チャネル株式会社 代表取締役

1955 年東京生まれ。教育改革実践家。東京大学経済学部卒業後、株式会社リクルートフェロー、
杉並区立和田中学校校長、奈良市立一条高等学校校長などを歴任。著書多数。

信頼のこれから。
ひとと社会の信頼を再定義する。
「かつて信頼の根拠は、近所付き合いなどの人間関係に委ね
られていたが、やがて国家や企業に委ね、現在では、多くの
人がネット上の口コミを信頼の指標にしています」
では今後、信頼の軸をどこに置くべきか？ よりよい世界の
ための個々人の指針を問い直す刺激的なセッション。

-Well being- 令和時代の新しい幸福論

石山アンジュ：Public Meets Innovation 代表理事

内閣官房シェアリングエコノミー伝道師、総務省地域情報化アドバイザー、厚生労働省、総務省 委員など。
著書「シェアライフ - 新しい社会の新しい生き方」

「僕は自分の幸福のために時間やお金を意識的に費やして
います。大事なのは、他者に満たしてもらうのではなく、
自分で自分を満たす方法を知っているということ」
“well being” という考え方が広く浸透しつつある昨今。“ 自
分軸で語る ” 令和時代の幸福論。
久志尚太郎 : NEW STANDARD 株式会社 代表取締役
タナカカツキ：マンガ家
白木夏子：ジュエリーブランド HASUNA Founder & CEO、ブランドプロデューサー・ディレクター。

Old Meets New:
クリエイティブ・コミュニティの創り方

「シルク・ドゥ・ソレイユには、魔法もなければ、天才も 1
人もいません。ひとつひとつのプロセスの積み重ねなので
す。数え切れない失敗をして、限られた資源でなにができる
かを考え抜いた結果なのです」世界最高峰のクリエイティブ
集団の考えを吸収することができた学びの場。

セカンドID I’m not a creator.
「クリエイターという職種は一部の人のものになっている
けど、この時代、誰もがクリエイトできる」
WATOWA Inc. 小松隆弘さん、山利 七代目 木村尚博さん、
母親アップデート 鈴木奈津美さん、SLOW LABEL 野村梢
さんの飛び入りも。混沌とひらめきのセッション。

Boris Verkhovsky：シルク・ドゥ・ソレイユ Expert Director of Performance Development

アクロバット分野における思考、デザイン、開発や芸術作品の創作および新しいアクロバット芸術の演技やコ
ンテンツを日々創作している。

小橋賢児 : リアル株式会社 代表取締役
大木秀晃 : 博報堂ケトル クリエイティブディレクター
金山淳吾 : 一般財団法人渋谷区観光協会 代表理事

James Tanabe：シルクドソレイユのエグゼクティブプロデューサー

元マッキンゼー社でライブエンターテイメントを専門分野で活躍。ライブエンターテイメントやクリエィティ
ブ業界の世界的投資家に高く評価されるコンサルタントである。
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DIVE
DIVERSITY
SESSION

9/16（月・祝）

「多様性」
SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

移動型社会の未来〜多拠点居住の暮らし方〜

北極マラソンチャレンジからの学び

「どこに行っても『おかえり』と言ってもらえるようなコミュニティ
づくりができれば。別荘のようなものではなく、第二のふるさとと
なるような場所」
場所に縛られて暮らす “ 一拠点生活 ” から “ 多拠点生活 ” へのシフ
トを、シェアリングエコノミーの観点で提案。

「一直線のコースが続き、先には道しかない。だから瞑想のように、
自然と自分と向き合う時間にもなりました」
世界最北の街・ロングイヤービエンで開催された「FWD 北緯 78
度マラソンチャレンジ」での 42.195 キロ完走から得た、モデルの
出岡さんの貴重な学び。

佐別当隆志：株式会社アドレス代表取締役社長
16 年シェアリングエコノミー協会設立。内閣官房、総務省、経産省のシェアリングエコノミーに関する委員
を務める。18 年、定額で全国住み放題の多拠点コリビングサービス事業 株式会社アドレス代表取締役社長。
19 年シェアリングエコノミー協会常任理事。

出岡美咲：モデル
07 年『Popteen Pop ガールズオーディション』でグランプリ獲得しデビュー。JELLY 専属モデルを経て宝島
社 steady. のレギュラーモデル、ラジオパーソナリティとして活躍中。趣味はマラソン。ハーフのベストタイ
ムは 1 時間 57 分。

インタラクティブセッション
「ダイバーシティ＆インクルージョンって何？」

New Family ～新しいかぞくの形〜
「家族とは、法や言葉によって定義されるものではないと思うので
す」LGBT への正しい理解を社会に促す活動を行ない、自身もトラ
ンスジェンダーである杉山さん。パートナーが出産、父親になり、
不安や葛藤の先にいま日々育む、あたらしい家族のあり方。

「ダイバーシティを実現すること自体が目的になるのではなく、い
ろいろな人がいるからこそ結果として生まれてくるものがダイバー
シティ」“ ダイバーシティ ” や “ インクルージョン ” という言葉が
広く浸透してきたいま、その意味を問い直すことの大切さを問うた
セッション。

杉山文野：株式会社ニューキャンパス代表取締役
フェンシング元女子日本代表。トランスジェンダー 。日本最大の LGBT プライドパレード、特定非営利活動
法人東京レインボープライド共同代表理事。日本初の渋谷区・同性パートナーシップ条例制定に関わり渋谷区
男女平等・多様性社会推進会議委員も務める。

杉山文野：特定非営利活動法人東京レインボープライド共同代表理事
佐別当隆志：株式会社アドレス代表取締役社長
近藤早映：博士 ( 工学 )、一級建築士
クドウナオヤ：広告クリエーター
1989 年、秋田県生まれ。テレビ CM や SNS を活用したキャンペーンなどを話題になった広告作品を数多く手
がける。NewYork の広告コンペティションにて日本人初の世界一に輝き、文化庁メディア芸術祭で特別賞を
受賞するなど、受賞歴多数。

越境する学び
「自分というものを小さくとらえるのではなく、自分の場所は社会
や世界と地続きになっていることを五感で感じることが大切」
枠組みを超えて学びを得る “ 越境学習 ” の重要性を、島根県 人づ
くり特命官の岩本さんが語る、教育論とも人生論とも呼び得るトー
クセッション。

大日方邦子：株式会社電通パブリックリレーションズ 営業推進局
オリンピック・パラリンピック部 シニアコンサルタント
兼 ダイバーシティ＆インクルージョンセンター長
歳の時に交通事故で右足切断、左足に障害が残る。高校 2 年でチェアスキーと出会い、冬季パラリンピック日
本人最多メダル獲得 (10 個 )。公職活動に従事しつつ、スポーツを取り巻く社会環境の改善や、多様性を許容
できる社会の普及に資する活動に取り組む。

岩本 悠：学生時代にアフリカなど 20 ヶ国の地域開発現場を巡り『流学日記』を出版。印税等でアフガニスタ
ンに学校建設。2007 年より島根県海士町で隠岐島前高校を中心とする人づくりによるまちづくりを実践。16
年特別ソーシャルイノベーター最優秀賞受賞。

異なる価値との出会い
〜ソーシャルマドラーのススメ〜
「“ シャイ ” な市民をはじめ、街に住む人たちの全体的なニーズ、多
様な価値をすくい上げるにはどうすればよいか——飲み物を攪拌す
るマドラーのような存在が社会に必要なんです」新しい街づくりの
あり方を研究対象としてきた近藤さんが語る、住みよい街を作るた
めのキー。
近藤早映：博士 ( 工学 )、一級建築士
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 博士後期課程修了、博士 ( 工学 )、一級建築士。主な研究テーマは、
地方都市活性化、協働や交流の市民拠点の在り方、市役所の協働拠点性、保育施設とまち、リビングラボ活動
をつうじた共創理論とスキーム。

先端可視化技術と古生物学
「学問というのは境目がありません。新しい知識を手に入れるため
には何にでも手を出さなくてはいけない」
先端医工学研究に従事し現在はマンモスなどの生物学を研究する鈴
木教授のお話を、CG 映像分野の教育に従事する坂井教授のファシ
リテーションとともに伺いました。
鈴木直樹：電子工学者
00 年より慈恵医科大学高次元医用画像工学研究所所長として日本の医用画像を牽引し、18 年 3 月退職し現職。
CT を用いた古生物の体組織３次元構造解析を手がけ、マンモスやシベリアオオカミなどの内部組織構造の可
視化を行い世界的に注目された。
坂井滋和：早稲田大学教授
84 年よりフリーランスの CG クリエータとして活動開始。NHK スペシャル 科学シリーズの CG 制作を数多
く手がける。94 年より九州芸術工科大学（現九州大学芸術工学部）助教授として CG 映像分野の教育に従事。
01 年から早稲田大学に移籍し現在に至る
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「地域の未来」
SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

宝探し体験から街の新たな魅力を発見する

京都×渋谷 持続可能なまちづくり
「観光都市が文化を壊すようであってはならない。街のオリジナリ
ティは住民主体にして持続させようと、世界の観光都市へ提案した
い」京都市長と渋谷区長。“ 市民協働 ” を政策の中心に置き未来を
模索するふたりの対話。観光と両立すべき “ 暮らしの美学 ” につい
て語りました。

「“ ワクワク ” こそが “ メンドクサイ ” を超える原動力であり、人生
は宝探しの連続である」
宝探しコンテンツでどのように地方創生につなげていったのか、
200 万人以上が参加するイベントで注目を集める株式会社タカラッ
シュの代表取締役 齊藤さんと、同社・高杉さんが解説。
齊藤多可志：株式会社 タカラッシュ 代表取締役
大学卒業後、大手旅行会社に入社。在籍 8 年間でトップセールスマンまで登り詰める。その後 31 歳で退職。
宝探しをビジネスにするという前代未聞の事業を立ち上げる。現在、順調に宝探し事業を拡大させ、2018 年
には売上高 7 億円まで業績を伸ばす。

門川大作：京都市長
1950 年京都市中京区に生まれ、
立命館大学二部法学部卒。2008 年 2 月より第 26 代京都市長に就任。2016 年 2 月、
3 選を果たす。市民と共に汗する「共汗」と市民の視点に立った政策の「融合」をキーワードに、全国のモデ
ルとなる市政改革を進める。
長谷部健：渋谷区長
博報堂にて、LAWSON、JT、TOWER RECORDS などを担当した後、2002 年に退社。2003 年 1 月、ゴミ問題
に関する NPO 法人 green bird を設立。原宿・表参道を中心にゴミのポイ捨て対策プロモーション活動を開始。
同年 4 月、渋谷区議会議員選挙でトップ当選を果たし、計 3 期区議を務めた。2015 年から渋谷区長に就任。

エンターテイメントの多様性と多層性
「昔は “ みんなと同じ ” が美徳とされてたが、現在は “ 自分で選ぶ
のがかっこいい ” に変化してきている。そのため、ひとつのコンテ
ンツの中で “ 層 ” を考え直す必要があります」
東京ガールズコレクションなどビッグイベントのプロデュースして
きた永谷さんが着目する “ 多層性 ”。

野村恭彦：株式会社フューチャーセッションズ 代表取締役社長
KIT（金沢工業大学）虎ノ門大学院 教授・一般社団法人渋谷未来デザイン フューチャーデザイナー。
2012 年 6 月、企業、行政、NPO を横断する社会イノベーションをけん引するため、株式会社フューチャーセッ
ションズを創設。

永谷亜矢子：株式会社 an 代表取締役・プロデューサー
東京ガールズコレクションでチーフプロデューサーや社長業を兼任。11 年吉本興業執行役員。
行政、海外事業の総合エンターテイメントプロデュース。16 年株式会社 an を設立。
イベントやメディアのプロデュースやマーケティング、PR の企業コンサルを担う。

巻き込む力で都市をつなぐ -NoMaps x SIW「都市で開催しているイベントが連携するためには新しいルールと
価値観を創出する必要性がある。それができれば都市間の連携も実
現する」札幌の産官学タッグによるクリエイティヴコンベンション
「NoMaps」と「SIW」の共通項から、都市間連携の理想を模索する
対話。

アドレスホッピングで移動を価値に変える
「滞在先のカルチャーに深くダイブすることで色々な発見や体験に
繋がる」
「分解された生活に必要な食事や家の機能は、様々な滞在
先に委託可能」
場所に縛られず様々な土地の学びを得る “ アドレスホッピング ” の
有用性を語り、それを支える “ 水インフラ ” の重要性についても。

北田静美：株式会社ウエス CREATIVE ５営業企画チーフプロデューサー
1999 年から開催の国内最大級野外ロックフェスティバル『RISING SUN ROCK FESTIVAL』の営業統括。
2016 年よりサッポロクリエイティブコンベンション No Maps 実行委員会事務局の営業統括としても従事。
札幌・北海道のエンターテーメントと企業を繋ぎ新しい価値をプロデュースしている。

市橋正太郎：Address Hopper Inc. CEO
17 年 12 月から特定の拠点にこだわらず各地を移動しながら暮らすアドレスホッピングを始める。18 年 10 月
コミュニティを立ち上げ、毎月 HoppingNight などイベントを開催。19 年 3 月 Address Hopper Inc. を創業し
CEO に。

長田新子：一般社団法人渋谷未来デザイン理事 兼 事務局次長

Meet up
「スポーツが引き出す地域の可能性」

前田 瑶介：WOTA 株式会社 COO
teamLab 等で PM・Engineer として勤務し、センシングや物理シミュレーションを用いた作品・プロダクト
の企画・開発に従事。建築物の電力需要予測アルゴリズムを開発・売却後、WOTA に参画。特技は阿波踊り・
競技ダンス。東京大学総長賞受賞。修士（工学）
。

「スポーツチームがあることでシティプライドが醸成されたら」
「スポーツには地域の魅力を引き出す力がある」
よりよい街づくりのためのスポーツ振興を目指す渋谷区。スポーツ
とは、街にどんな魅力を還元できるのか。そしてそれに寄与するた
めのメディア論へと対話は発展。

SDGsで変革する地方行政の未来

齊藤祐也：東京高校 1 年からラグビーをはじめラグビーの名門明治大学に入学。
卒業後はサントリー、US コロミエ（仏）
、神戸製鋼、豊田自動織機でプレー。03 年オーストラリアＷ杯日本
代表として出場。日本代表は通算 14 キャップ（出場数）
。11 年現役を引退。

「地方行政は、時間をかけてやるものと短期間で世に出すものを分
け、スタートアップ的な視点を持つ必要がある」
広島県、仙台市、名古屋市。各地方都市で SDGs 推進に携わる松
田さん、佐藤さん、丸澤さんが、地方行政における SDGs のあり
方について語りました。

BBOY KENTARAW ( 白井 健太朗 )：THE FLOORRIORZ( ザ・フローリアーズ ) という世界一のチームに 所属
し世界大会は前人未到の三連覇中。現在は、ダンスの実力もさることながら MC など多方面にもその存在感を
みせ、広く活躍している。

松田敦子：広島県商工労働局イノベーション推進チーム 産業振興監
イノベーション創出を目指す人が集う常設のスペース「イノベーション・ハブ・ひろしま Camps」立ち上げ
携わる。企業内の若手新規事業担当者を対象とした “ イノベーターズ 100” や中小企業がオープンイノベーショ
ンで新事業を創出する “ ビジネス実験部 ” など、様々なイノベーションプログラムの企画・運営などを担当。

西祐美子：サンロッカーズ渋谷 広報、地域・行政担当
2016 年 B リーグ発足に伴いプロ化、またフランチャイズを渋谷区へ改めたサンロッカーズ渋谷（株式会社日
立サンロカーズ）へ転職し、渋谷区初のプロスポーツチームとして広報、地域・行政担当を担う。

佐藤伸洋：仙台市経済局産業政策部産業振興課 成長産業係主任
2018 年から仙台市をフィールドに、テクノロジーの力でイノベーションを生み出し、都市の体験をアップデー
トしていくことを目指すプロジェクト「SENDAI X-TECH Innovation Project」の企画・運営を担当している。

松浦茂樹：ライブドア ( 現 LINE) や WIRED.jp、グリーでネットメディアの立ち上げや運営を担当。ハフポス
ト日本版初代編集長就任を経て 14 年 9 月にスマートニュースに入社。マーケティングコンテンツ開発担当ディ
レクターとして企画プロデュースを行う。

丸澤敏宏：名古屋市市民経済局地域振興部地域振興課主査（地域コミュニティ活性化推進）
名古屋市・市民経済局にて空家等対策に２年従事、空家等対策計画の策定、不動産団体、金融機関など多様な
団体・企業と協定を締結。現在は地域コミュニティ活性化事業「ナゴヤをつなげる 30 人」などに携わる。
2019 年より名古屋市立大学大学院へ入学し、大学院生として地域コミュニティについて研究中。
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多様性がイノベーションを加速させる

超・福祉展で挑むダイバーシティの実現

「みんな一つの方向にむいてお金を稼ごうという資本主義のこれま
での考え方はスタンダードではなくなってきています。そこにいる
人たちの個性を活かすように、組織や企業が形を変えて行く時代」
ダイバーシティを考える「MASHING UP」主催の今田さんによる
セッション。

「イノベーションとは必ずしも最新テクノロジーや技術革新ばかり
ではありません」
「ダイバーシティが実現しない理由は、マジョリ
ティ・マイノリティ双方に存在する “ 心のバリア ” にある」そのバ
リアをクリエイティブに氷解させる『超福祉展』の活動を解説。
須藤シンジ：特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所代表理事
" 心のバリアフリー " をクリエイティブに実現する思想や方法として、
「ピープルデザイン」という概念を提唱。
ダイバーシティな社会の実現を目指し、渋谷区などの行政と協働したマチづくりを推進。16 年株式会社 an を
設立。イベントやメディアのプロデュースやマーケティング、PR の企業コンサルを担う。

今田素子：インフォバーングループ本社代表取締役 CEO
インフォバーンで企業の DX 支援、メディアジーンで 10 のメディアブランドを展開。ダイバーシティ推進
プロジェクトの MASHING UP、テクノロジーメディアの GIZMODO、ニュースメディアの Business Insider
Japan など。

マーケターキャリア協会(MCA) Meet Up #02
「多様化するマーケターのキャリア」

社会の可能性を拓く、未来志向のブランディング
「20 世紀、企業は利益を上げることでブランドバリューを築いてき
たが、21 世紀は人類を幸せにするミッションを掲げられる企業が
強い時代」
その意味でブランディングとは「人や暮らし、社会の可能性を形に
すること」と語る佐藤さんによる、これからの企業哲学の提案。

「生活者のプロであるマーケターにとって、ダイバーシティは非常
に面白い環境。お客さんの視点で考えることで、
視点も変わり、
マー
ケターも多様化していきます」マーケターキャリア協会主催のもと、
日本の第一線で活躍する 4 人が登壇、マーケターのキャリアについ
て意見交換。

佐藤夏生：クリエイティブディレクター・EVERY DAY IS THE DAY 共同代表
博報堂のエグゼクティブクリエイティブディレクターを経て、17 年に「課題解決ではなく、可能性創造」を
リードするブランドエンジニアリングスタジオ EVERY DAY IS THE DAY を立ち上げる。18 年より渋谷区フュー
チャーデザイナーを務める。

藤田祐司：Peatix 株式会社 CMO
鴨下豊：NETFLIX マーケティング シニアマネージャー
立川麻理：FWD 富士生命株式会社 執行役員 兼 CMO
折茂彰弘：The Breakthrough Company GO プランナー

ファッションの可能性
「異業種の中に “ ファッション ” というキーワードを入れることで
そのあらたな可能性を感じています」
株式会社ワンオーはファッション業界で得た縁で街づくりなど様々
な分野にも進出。代表取締役の松井さんは、そこにファッションの
可能性があると語ります。
松井智則：株式会社ワンオー 代表取締役
現在、国内外 50 社以上の PR を手がけ、ファッションから行政まで幅広いクライアントのブランディング・
コンサルティング事業に携わる。
バンコク、パリ、ソウル、ニューヨークとグローバルな広がりを加速させている。

食べるダイバーシティ
「アレルギーは “ ギフト ”。食べられないものがあると、食の安全性
について調べるようになります」
美容業界出身で今は環境問題、食のダイバーシティにも取り組む岸
さん。様々なきっかけがあり、それらが全部つながっていることを
これまでの経験から語りました。
岸紅子：NPO 法人日本ホリスティックビューティ協会代表理事
大学卒業後に起業。ストレス性喘息と子宮内膜症を発症し治療のため仕事一辺倒の生活を見直す。自然治癒力
の大切さを感じ、これを高めるライフスタイルを伝えるため NPO 法人日本ホリスティックビューティ協会を
設立。セルフケアの普及をしている。

「競争」
の戦略から
「変化」
の戦略へ。
GO三浦が語るブレイクスルーの方法論
「マーケティングはこれまでの市場の先導者を作ることから時代の
先導者を目指すことに意味を変える。“ 答えよりも、問いを。” と
いうキーワードが時代の先導者になるためのヒントになる」
量的成長から質的成長へ。自分なりの幸福の KPI を求める姿勢が
重要と説く力説セッション。
三浦崇宏：株式会社 GO 代表
博報堂・TBWA ＼ HAKUHODO を経て 2017 年独立、社会の変化と挑戦にコミットすることをテーマに The
Breakthrough Company GO を設立。国内外の多くの賞を受賞。
『表現を作るのではなく、現象を創るのが仕事』
が信条。
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「カルチャー」
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新デザインアートムーブメント

技術とデザインが拓く未来のコミュニケーション
「便利になる反面、わざわざ集まってコミュニケーションする機会
を届けたい。そのために技術とデザインの力を使う」
技術力とデザイン力でコミュニケーションの場を作ることに命をか
ける集団：ミクシィの木村さんが語る、いまこそ求められるコミュ
ニケーションの根源的なかたち。

「身近にあるとちょっとだけいい気分になれる。アートをそういっ
た存在にしていきたいです」
2017 年から続く国内最大級のデザイン＆アートフェスティバル
「DESIGNART TOKYO」のクリエイティブディレクションを務める
青木さんが語った、アートとの付き合い方

木村弘毅：株式会社ミクシィ 代表取締役社長執行役員
08 年株式会社ミクシィ入社。ゲーム事業部にて「サンシャイン牧場」などの運用コンサルティングを担当。
その後モンスターストライクプロジェクトを立ち上げる。18 年 4 月当社執行役員スポーツ領域担当就任。
（現
任）18 年 6 月当社代表取締役就任。
（現任）

青木昭夫：MIRU DESIGN 代表・DESIGNART 代表
9 年 MIRU DESIGN を始動。
デザインエキシビジョンやプロモーションイベント、ブランディングなどの企画、プロデュース。17 年より
国内最大級のデザイン＆アートフェスバル DESIGNART TOKYO のクリエイティブディレクションを行う。

「"普通じゃない"って可能性論」

Meet-Up
「街とスポーツのミライ」
「都会だからこそ、困っていることをスポーツで解決できたら。い
ろんな産業の視点がごった煮のようになっていく “ 交差点 ” の役割
を、スポーツが担っていければいいですね」
街とスポーツの関わり方を、渋谷を起点に考えたセッション。その
未来がうっすらと像を結びました。

「僕には 4 つ上の自閉症の兄がいて、子ども心に “ 兄がかわいそう
な存在 ” として扱われていることに違和感がありました。普通に
笑って、泣いて、生きているのに……」
障がいのある方のアート作品を世に送り出し、社会福祉事業で高い
注目を集めている松田さんの温かいトークセッション。
松田崇弥：株式会社ヘラルボニー代表取締役社長
株式会社ヘラルボニー 代表取締役社長。小山薫堂が率いる企画会社、オレンジ・アンド・パートナーズを経て、
「異彩を、放て。
」をミッションに掲げる福祉実験ユニット・へラルボニーを設立。同社のクリエイティブを統
括。誕生したばかりの娘を溺愛する日々。

感情価値の時代

石井宏司：株式会社ミクシィ スポーツ事業部 部長
2019 年より株式会社ミクシィにジョイン、スポーツ事業部にて事業部長就任、現在に至る。
大金直樹：東京フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長
1989 年に筑波大学卒業後、同年 4 月に東京ガスへ入社。同社サッカー部へ入部。
1995 年、現役を引退。2011 年、東京フットボールクラブ株式会社 常務取締役就任。2015 年、同 代表取締役
社長 就任。
岡田優介：プロバスケットボール選手 京都ハンナリーズ所属
プロ選手として活動する傍ら、2010 年に公認会計士試験に合格。新日本有限責任監査法人にて非常勤で勤務
するなど、二足のわらじをはく。それに加え、3 人制プロバスケットボールチーム TOKYO DIME のオーナー、
バスケットボールスクールや渋谷の飲食店「Pizza & Sports DIME」の経営を行うなど、幅広く多方面で活躍。

「ビジネスでも遊び心や感情を大切にすることが成長のドライバー」
モバイルゲーム、映画制作、さらには最近話題のうんこミュージア
ム TOKYO など、エンタメ領域で存在感を放つ株式会社アカツキの
CEO 塩田さんが、遊びと学びの密接な関係について語りました。
塩田元規：株式会社アカツキ共同創業者・代表取締役 CEO
1983 年 島根県出雲市生まれ。横浜国立大学電子情報工学科を経て、一橋大学大学院 MBA コース卒業。
株式会社ディー・エヌ・エー新卒入社、アフィリエイト営業マネージャー、広告事業本部ディレクターを経て、
退職後に、アカツキを創業。

忰田康征：スポーツ庁 参事官 ( 民間スポーツ担当 ) 付 参事官補佐
2017 年 6 月からスポーツ庁に出向中。スタジアム・アリーナ改革やスポーツ経営人材の育成・活用、SOIP（ス
ポーツオープンイノベーションプラットフォーム）
、スポーツシェアエコの推進等を担当。スポーツ界と他産
業間の交流を促進するため、プライベートでもスポーツビジネス交流会を開催。

世界をちょっとSLOWに
「障がい者が出演するからパラなのではない。障がい者 = マイノリ
ティの視点が活かされるからおもしろいのです。そこに誤解が生じ
ている」障がい者が表現者となることを諦めない環境づくりへの挑
戦、
「スロームーブメント」プロジェクトに取り組む栗栖さんの真
摯な言葉たち。
栗栖良依：SLOW LABEL ディレクター
「日常における非日常」をテーマに異分野・異文化の人や地域を繋げ、価値を創造するプロジェクトを展開。
10 年骨肉腫による右下肢機能全廃で障害福祉の世界と出会い、翌年 SLOW LABEL 設立。東京 2020 総合チー
ム クリエイティブ・ディレクター。

それは、
誰の価値観か？
「直感や本能で物事の真偽を見極め、自分が求めるものを自然と選
び出し、幸せな環境を好きな仲間と作っていくのが生きる上で普遍
的な理想」
個人で国内外へ音楽作品を発表し見出したもの。自分の価値観で決
めたことで出せた成果だけがくれる、大きな幸せについて。
齊藤耕太郎：作曲家・サウンドプロデューサー・ピアニスト
作曲家。09 年博報堂に新卒入社。14 年に独立。CM 音楽で培った楽曲制作力と博報堂でのマーケティングナレッ
ジを掛け合わせ、Spotify にて日本、アジア、北米を中心に世界中でリスナーを獲得。現代志向の音楽活動を
note などで発信中。
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ルールメイキング思考

大都市の公共空間の可能性

「ルールはあくまでフレーム、脱法的ではなく面白いものと
してどのように解釈して広げていくかを考えていたい」
テクノロジーにより様々なイノベーションが起こる現代社
会では、既存のルール、法律がその枷になることも。ボト
ルネックになるルールにどのように向き合うべきか。

「歩きやすさという概念が不動産市場価格の 90% に関係して
いる。渋谷では建物と建物の間にどれほど人に開かれた空
間があるかが重要」研究者、開発者、デベロッパー、渋谷
の街に暮らす当事者を交えて、渋谷における公共空間の利
活用と可能性について議論が交わされました。
泉山塁威：都市戦術家｜ Tactical Urbanist ｜ Placemaker
専門は、都市経営・エリアマネジメント・パブリックスペースマネジメント。タクティカル・アーバニズム、
プレイスメイキング、規制緩和制度などを研究し、国内の社会実験やアクティビティ調査、エリアマネジメン
ト検討などの実践に関わる。

齋藤 貴弘：作曲家・ニューポート法律事務所パートナー弁護士
近年は風営法改正、ナイトタイムエコノミー議員連盟の民間アドバイザリーボード座長、観光庁の夜間の観光
資源活性化に関する協議会委員を務め、各種規制緩和を含むルールメイキング、新規事業支援に注力している。

大西陽介：渋谷道玄坂商店街振興組合 理事
広告会社 ADK に 10 年在職後、
家業を継ぎつつ道玄坂エリアを中心に渋谷の地域活動に携わる。17 年にはじまっ
た「渋谷盆踊り」の企画運営。企業・団体、行政の渋谷における街づくりや社会実験。また、ナイトタイムエ
コノミーの振興にも力を入れている。

水野祐：シティライツ法律事務所 弁護士
IT、クリエイティブ、まちづくり分野のスタートアップや大企業の新規事業、経営企画等に対するハンズオン
のリーガルサービスや先端・戦略法務に従事。行政や自治体の委員、アドバイザー等も務めている。
著作に『法のデザイン』
（フィルムアート社）など。

宇留間範昭：東京急行電鉄株式会社 渋谷開発事業部 課長
97 年東急電鉄入社。人事部にて人事制度の構築や行動指針：東急 VALUE の策定を行う。05 年 SC 運営会社
に出向。現場と本社の経験で SC 経営を習得。11 年渋谷ヒカリエの開業準備から運営を担当。16 年シェアー
ドサービス会社へ出向。19 年より現職。

インタラクティブセッション

「渋谷の未来を語る ～都市の成熟について～」

後藤太一：リージョンワークス合同会社 代表社員・一般社団法人 渋谷未来デザイン プロジェクトデザイナー
97 年 UC バークレー校都市地域計画学科修了後、ポートランド都市圏自治体「メトロ」成長管理局に勤務。
03 年福岡に移り関係者協働を立ち上げ福岡の成長基盤づくりに貢献。徳島県神山町、
「渋谷未来デザイン」と
地域戦略を推進する法人を設計し設立に参画。
山崎満広：都市計画コンサルタント

都市におけるAIとビッグデータの可能性

「本来行政が行うべきプランニングが、ただのエンジニアリ
ングになってしまっている。市民もなんとなく出来上がっ
た “ 渋谷 ” という空間を受け止めるのではいけない」
都市の成熟とは何か、市民は何をするべきか、行政はどうあ
るべきか。そこから語り合った刺激的なトークセッション。

若林恵：黒鳥社コンテンツ・ディレクター
早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業後、平凡社入社、
『月刊太陽』編集部所属。2000 年にフリー編集者
として独立。以後，雑誌，書籍、展覧会の図録などの編集を多数手がける。音楽ジャーナリストとしても活動。
2012 年に『WIRED』日本版編集長就任、2017 年退任。2018 年、黒鳥社（blkswn publishers）設立。

「一段と暑い日本の夏。街なかの木や建物の位置と太陽の動
きをシミュレーションしたデータがあれば、日陰経路が簡
単に割り出せます」AI やビックデータを活用し、人やモノ
の動きを通して都市の分析を行う建築家の吉村さんが語る、
テクノロジーと都市分析のまちづくりへの応用。

後藤太一：リージョンワークス合同会社 代表社員・一般社団法人 渋谷未来デザイン プロジェクトデザイナー

吉村有司：東京大学先端科学技術研究センター特任准教授
バルセロナ都市生態学庁、ルーヴル美術館リサーチ・パートナー、マサチューセッツ工科大学研究員などを経
て 19 年から現職。
「機械の眼から見たもう一つの建築史」など、ビッグデータや AI を用いた建築・まちづく
りの分野で世界から注目されている。

佐々木宏幸：明治大学理工学部建築学科 専任准教授・合同会社 FTS Urban Design 代表社員
米国西海岸を中心に長年、公共空間デザインや都市計画策定に携わる。08 年帰国。渋谷区、長野県飯田市の
産学官民・都市間連携による地域の活性化など「戦略的・漸進的アーバンデザインによる都市の再構築」を中
心に活動中。一級建築士。米国公認都市計画家

さまざまな渋谷の見つけかた
「実空間に立つと地形は見えない。地形図では実空感の景色
は見えない。そこに断絶があり、不可視の領域が存在します」
地形や植生をはじめとする色々な地図や路上にあふれ出る
様々なものたちを通して、未だ見ぬ知られざる渋谷の風景
を発見する方法やアイデアを紹介。

【明治大学大学院生によるプレゼン】
小笠啓輝：明治大学理工学研究科建築・都市学専攻 国際建築都市デザイン系 2 年
茂木明日香：明治大学理工学研究科建築・都市学専攻 国際建築都市デザイン系 1 年

石川初：ランドスケープデザイナー / 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授
鹿島建設建築設計本部、アメリカ HOK プランニンググループ、ランドスケープデザインを経て 15 年 4 月よ
り現職。外部環境のデザインや地図の表現などの研究・教育を行っている。GPS の軌跡を使って地図上に地
上絵を描く「地上絵師」としても知られている。

世界で一番住みたい街をつくる
～ポートランドで感じる未来の形～

「ポートランドの人々にとっては、まちづくりが自分ごとに
なっている。自分たちの街をより良くつくっていくことが
趣味みたいになってるんです」ポートランド市開発局に入
局し現在は様々なまちづくりプロジェクトに携わる山崎さ
んが語る、ポートランドとそのまちづくりの魅力。
山崎満広：都市計画コンサルタント
95 年渡米。南ミシシッピ大学卒業後、12 年にポートランド市開発局に入局。企業の輸出開発支援と米国内外
からポートランドへの投資・企業誘致を担当。17 年独立起業。日米中心に地域経済開発、
国際事業戦略、
イノベー
ション・コンサルタントとして活動中。
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10代から見える世界

エンタメ業界のデジタル革命の最前線

「昭和を生きてきた人とのほうが、会話していてしっくりく
る。僕らの世代の子にはない、
欲望やロマンをもってるから。
“ お金稼いで、いい服着て、いい車に乗ってやろう ” ってア
グレッシブに生きてる」16 歳のミュージシャン、俳優。新
世代のアイコン的存在が見るいまの世界。

「旧来の音楽業界はブラックボックス型のビジネスモデル。
しかしデジタル化によってアーティスト自身がどんな人に、
どれだけ楽曲を聴かれているのかまでわかるようになった」
革新的なチケット販売サービスを運営する Lauren さんが語
る、エンタメ業界のデジタル革命。
Lauren Rose Kocher：ZAIKO 株式会社 取締役 COO
08 年シカゴ大学卒。同年に来日し翌年コンサート・プロモーターの株式会社キョードー東京入社。13 年株式
会社ソニー・ミュージックエンタテインメント。現在、多数言語対応可能な電子チケットプラットフォーム
ZAIKO 株式会社取締役 COO として従事

YOSHI：ミュージシャン、俳優
13 歳の時に ヴァージル・アブロー に賞賛されモデルやショーに多数出演。今年 5 月に 1st アルバム『SEX IS
LIFE』をリリースし世界からも注目を集める。9 月公開の「タロウのバカ」に主演で俳優デビュー。活動の場
を世界に広げている 16 歳。

"生理"と女性の社会進出

一歩踏み出す勇気

「たとえば LGBTQ について、カミングアウトさせるのでは
なくて、しやすい環境をつくるべき。“Must” ではなく、
“Can”
が大切。話させることは強要になるが、話せる環境は心理
的安全性がある」マイノリティへの想像力の必要性を淡々
と説いた、力溢れるセッション。

「自己中心性からの脱却というのは、大人への第一歩。個人
のアイデンティティが確立されると、共同体への貢献という
のが次の目標になってくるんです。成功体験によって、価
値観がどんどん変化していく」WBA 世界ミドル級王者・村
田さんの価値観に触れる貴重なトーク。

ハヤカワ五味：株式会社ウツワ 代表取締役
課題解決型アパレルブランドを運営する株式会社ウツワ代表取締役。大学入学直後に GOMI HAYAKAWA、14
年 8 月に feast、17 年 10 月に ダブルチャカ を立ち上げる。18 年ラフォーレ原宿に常設直営店舗 LAVISHOP
を出店。

撮影：中川正子

村田諒太：中学時代にボクシングをはじめ、高校時代に 5 冠を達成。一度現役を退くが 09 年に復帰。12 年ロ
ンドンオリンピック ボクシングミドル級 金メダルを獲得。13 年 4 月 A 級ライセンスを取得。現在、最激戦区
である WBA 世界ミドル級王者。

アートとデザインの境界

Meet-Up

「学生だからできること 〜令和の起業家精神〜」

「アートとデザインの境界は、あるような、ないような…常
に行き来しているものだと思うんです」課題解決型のセッ
ションが多い中、問題提起型のトークが繰り広げられ、会
場は気づきの場に。社会の捉え方を変えるために、現実を
いつもと違う視点で見てみる必要性が語られました。

「恐怖はあっても、頭の中にあるものを自分たちの手で実現
することが何よりも大事」学生時代から社会に出る、新し
い事業を生み出すなど、それぞれのかたちで社会において
奮闘してきた若い登壇者たち。共通して語ったのは、ワク
ワクに従い、アウトプットを繰り返すということ。

鈴木康広：武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科 准教授・東京大学先端科学技術研究センター 客員研究員
日常の見慣れた事象に新鮮な切り口を与える作品によって、ものの見方や世界のとらえ方を問いかける活動を
続け、
公共空間でのコミッションワークにも取り組んでいる。国内外の多数の展覧会に招待出品。代表作に「空
気の人」
「ファスナーの船」など。

世代を越える“ニュー・アナログ”
「” ニュー・アナログ ” とは、リテラシー不要、機械主導で
はなく人間が主導で扱えるデジタル技術、デジタルガジェッ
トのこと」高校生だった当時「～なう」という表現で 2010
年の新語・流行語大賞を受賞したことでも知られる「うめ
けん」こと梅崎さんが見据える身近な未来。

田村一真：Slush Tokyo / Community Manager
1998 年生まれ千葉県出身東京育ち 明星大学経済学部在学中。
日本育ちながら幼い頃から英語が身近にあり、Slush Tokyo の経験を通し独学で英語を習得。多数のボランティ
ア、イベント運営を経験後、2017 年から Slush Tokyo の運営メンバーに。
北原成憲：株式会社マクアケ クリエイティブディレクター / マネージャー
2015 年に株式会社 マクアケにジョイン。
「Makuake Incubation Studio (MIS)」の立ち上げから参画し、企業の研究技術を起点にした新商品企画立案や、
新商品のクリエイティブディレクション、新規事業創出のための新たな仕組みづくりを推進している。
山羽真梨那：城西国際大学メディア学部在籍中・渋谷未来デザイン - サポートスタッフ
現在は渋谷を中心に活動をしており、渋谷未来デザインでは学生連携、渋谷のラジオでは " 渋谷 de おもてな
し " をテーマに、ナイトタイムエコノミーなど活動の幅を広げている。
将来の目標は「日本人の審美眼をアップデートすること」

うめけん 梅崎健理：株式会社ディグナ 代表取締役
4 歳から PC に触れるなど「デジタルネイティブ」として注目され、09 年 6 月頃からツイッターを開始。10
年 12 月高校在学中に株式会社ディグナ設立。デジタルマーケティングの企画・戦略立案から制作を行う。同
日に「〜なう」で「新語・流行語大賞」受賞。

小西遊馬：映像作家／ジャーナリスト
慶應義塾大学在学中、通称 KONY。
「人を動かすジャーナリズム」を掲げ、ドキュメンタリー映像・写真に加え、
取材道中の出来事や取材裏を Instagram を中心に SNS で発信。大学 1 年の処女作であったロヒンギャ難民の
ドキュメンタリーは、Instagram にて 3700 シェアを記録。

市場の創り方、
大企業内ベンチャー経営の歩み

村田諒太：現在、最激戦区である WBA 世界ミドル級王者。

「オープンイベーションとは企業の内部と外部のアイデアや
技術を組み合わせて起こすもの。オープンにすることで可
能性を最大化し、企業間の出会いを創出する “ 探し探されつ
ながる ” 場をつくった」オープンイノベーションプラット
フォーム「eiicon」中村さんの歩みとビジョン。
中村亜由子：eiicon company 代表 / founder
08 年インテリジェンス（現パーソルキャリア）入社。15 年 eiicon 事業を起案・推進。全国 7200 社以上が
活用する日本最大オープンイノベーションプラットフォーム「eiicon」を運営する eiicon company の代表 /
founder。
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9/22（日）

「渋谷の未来」
SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

辻本顕：日建設計 都市部門 都市開発グループ 都市開発部 アソシエイト
主に都内における都市開発プロジェクトにおいて都市計画等の業務に従事。
都市計画等の業務の傍ら、公共的な空間における視覚や聴覚、触覚などに働きかけるテクノロジーとの連携や
情動のデザインの可能性をテーマとした取組に参画。

都市にアジャストするスポーツの在り方
「健康だけでなく、音楽やファッション、終わった後のビー
ルなど、あらゆるものとランニングを結びつけて走ろうと
いう考え方がもっと普及していけば、あらゆる人が楽しん
で走れる世界が来るのでは？」ランニングカルチャーのキー
パーソンが語る、街とランの関わり方。

飯島隆人：東急株式会社 渋谷ストリーム運営担当

松本翔：渋谷区議会議員
東京大学在学中「関東学連選抜」で 05 年箱根駅伝出場。08 年東京電力に入社し、実業団選手として活躍。11
年よりフルタイムで働く市民ランナーとなり、転職後の 13 年にはフルマラソンで 2 時間 13 分 38 秒を記録。
19 年より渋谷区自民党の最年少議員に。
上田唯人：走るひと編集長 / 1milegroup 株式会社 代表取締役
野村総合研究所にて企業再生・マーケティング戦略コンサルタントとしてファッション・小売業界等を担当。
また、スポーツブランド役員として海外ブランドとの事業提携なども手がける。11 年に 1milegroup を設立。
14 年 5 月『走るひと』創刊。
早野忠昭：JAAF RunLink チーフオフィサー / 東京マラソン レースディレクター
（一財）東京マラソン財団事業担当局長・東京マラソンレースディレクター、日本陸上競技連盟総務企画委員、
国際 陸上競技連盟ロードランニングコミッション委員など委員を務める。76 年インター ハイ男子 800m 全国
高校チャンピオン。
鈴木健：J 株式会社ニューバランス ジャパン DTC& マーケティング ディレクター
ナイキジャパンで 7 年のマーケティン グ経験を経て 09 年にニューバランス ジャパンに入社。ブランドマネ
ジメントおよび PR や広告をはじめデジタル、イベント、店頭を含むマーケティングコミュニケーション全般
を担当。17 年より直営店と EC 事業も統括。

Meet-Up「公園空間がつくる新しい価値」
代々木公園に、スポーツ・エンタメの聖地であり災害時に
は防災拠点にもなるスタジアムパークをつくる
『SCRAMBLE
STADIUM SHIBUYA』構想。その中間報告となるトークセッ
ション。女優・小柳ルミ子さんが公式応援団長になること
が突如宣言された一幕も。
佐々木 紀彦：株式会社ニューズピックス 取締役 新規事業担当
2012 年 11 月、
「東洋経済オンライン」
編集長に就任。リニューアルから 4 カ月で 5301 万ページビューを記録し、
同サイトをビジネス誌系サイト No.1 に導く。著書に『米国製エリートは本当にすごいのか？』
『5 年後、
メディ
アは稼げるか』
『日本 3.0 2020 年の人生戦略』がある。
夏野 剛：株式会社ドワンゴ 代表取締役社長
現在は、慶應大学で教鞭をとる傍ら、上場企業の取締役を複数社兼任。東京オリンピック・パラリンピック組
織委員会参与（マスコット選考検討会議委員、チケッティングに関する有識者会議委員、入賞メダルデザイン
コンペティション審査会メンバーなど）
、経産省や内閣府で各種委員も務める。
長谷部 健：渋谷区長
株式会社博報堂退社後、ゴミ問題に関する NPO 法人 green bird を設立。原宿・表参道から始まり全国 60 ヶ
所以上でゴミのポイ捨てに関するプロモーション活動を実施。2003 年に渋谷区議会議員に初当選、3 期 12 年
務める。2015 年渋谷区長選挙に無所属で立候補し、当選。現在 2 期目。

商業施設にとっての渋谷のこれから
「これからの商業施設は、商品を売るだけでなく “ 体験 ” を
売る場としてメディア化を図り、いつ来てもワクワクでき
る可変性で新たなカルチャーを創造する基盤を作っていく」
40 周年を迎える渋谷の象徴・SHIBUYA109 の運営会社、木
村さんの見据える商業施設の未来形。

間野 義之：早稲田大学スポーツ科学学術院教授、博士
2002 年 早稲田大学人間科学部助教授。学部の発展改組にともない現在に至る。
著書に『スポーツビジネスイノベーション』日経 BP 社、
『2019・2020・2021 ゴールデンスポーツイヤーズが
地方を変える』徳間書店など。
池田 省治：株式会社オフィスショウ 代表取締役
スタジアムや陸上競技場、野球場、J リーグチーム練習場など約 31 面、校庭・園庭など約 13 箇所の芝生維持
管理を行なっている。

木村知郎：株式会社 SHIBUYA109 エンタテイメント 代表取締役社長
成蹊大学 法学部 政治学科 卒業 /1986 年 東京急行電鉄株式会社 入社 /1986 年 新規事業計画 /2007 年 株式会
社東急グルメフロント 代表取締役社長 /2011 年 東京急行電鉄株式会社 鉄道事業本部 運輸営業部 統括部長 兼
株式会社東急ウィル 代表取締役社長 /2013 年 同社 鉄道事業本部 事業戦略部 統括部長 /2017 年 現職

都市環境のデザインを情動から考える
「目に見える景色だけでなく、気持ちや情動を含めた “ 気色 ”
をデザインすることが大切。情動をインスパイアする音で、
街の人の閉ざされた感覚を開く」渋谷リバーストリートに
設置されたインタラクティブなベンチ＆テーブルをキーに
語られた、都市空間でのすごし方の理想。
仲谷正史：慶應義塾大学 環境情報学部 准教授
国内外の大学・民間企業研究所にて触感評価手法の開発に携わった後、2017 年より現職。共著書に『触楽入門』
（朝日出版社）
、
『触感をつくる―《テクタイル》という考え方』
（岩波科学ライブラリー）
。博士（情報理工学）
。
JST さきがけ研究者。

小柳 ルミ子：歌手、女優
1970 年宝塚音楽学校を首席で卒業し、NHK 連続テレビ小説「虹」で女優デビュー。翌年 1971 年「わたしの
城下町」にて歌手デビューをし、同曲で日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。2018 年には大河ドラマ「西
郷どん」に由羅役で出演し注目を集める。更に 2018 年 FIFA ワールドカップ ロシアではフジテレビのスペシャ
ルサポーターに就任しワールドカップを盛り上げる。年間 2000 試合を鑑賞するほどの無類のサッカー好き。
その知識の豊富さに関しては関係者も驚くほど！ 2020 年には芸能生活 50 周年を迎える。
馬場 浩史：株式会社 NTT ドコモ スポーツ＆ライブビジネス推進室長
2015 年 NTT ドコモへ転籍し、インバウンド向けビジネス企画等の新規事業開発を担当。
並行して、同社 スポーツ＆ライブビジネス推進室の新設準備に関わり、2017 年 7 月 同室 ビジネス戦略担当部
長に就任。2018 年 7 月より現職。
平田 正俊：Perform Investment Japan 株式会社 ヴァイスプレジデントアクティベーション
広告代理店や外資系テレビメディアを経験し、2017 年に Perform Investment Japan 株式会社に入社。
日本における DAZN（ダゾーン）の事業を担当し、主に J リーグとのパートナーシップを統括している。

高木朋：ヒビノアークス㈱所属 サウンドディレクター・サウンドデザイナー
クライアントワークを通して「空間」とそこに集う「人」を繋ぐサウンド制作を行い、空間に対して新たな
価値を創出する。主な実績は「Roppongi Hills Tokyo City View Sky Deck “landscape sound design”」
「DELTA
FLIGHT THERAPY“ sense of journey”」
「Omotesando GYRE“invisible lace”」
。
安田啓紀：日建設計 ソリューショングループ ストラテジスト
イノベーションプロジェクトにおける目的の発見からデザインまでの戦略構築を行う。
モビリティ変革コンソーシアムステアリングコミッティ委員、URCF2020WG リーダー
坂本隆之：日建設計 設計部門 ダイレクターアーキテクト
建築、インテリア、プロダクトから、光環境、音環境、映像、グラフィックまで、j 情動を手掛かりに、領域
を超えたデザイン、アートディレクションを手掛ける。主な実績は、渋谷フクラス（2019 年完成予定）
、東急
プラザ銀座、新江ノ島水族館など。
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9/15（日）

AI 時代、子供に何を学ばせるか
会場：渋谷ヒカリエ ホール A

“ 正解 ” よりも “ 納得解 ” を
出せる人になるために

＜登壇＞
藤原和博：教育改革実践家

教育実践家、藤原和博さんの公演は、来場者に「僕が似ている有名歌手は誰か」を一斉に答えさせることか
ら始まりました。ある人は「さだまさし」
。ある人は「谷村新司」
。大切なのは、隣の人に答えを合わせるの
ではなく、自分が思ったことを大きい声で素直に言うこと。
（隣の人と同じ答えを言わなければダメだという）
“ 正解の呪縛 ” から逃れる儀式だと藤原さんは言います。
トークのテーマは「AI 時代に子どもに何を学ばせるか」
。言い換えれば、
「地球の 50 億人がスマホで繋がり、
また AI があらゆる正解を瞬時に導き出すこの時代に、どのような能力を身につけるべきか」
。藤原さん曰く、
大切なのは、情報処理力以上に、情報編集力を養うこと。

このゲームで来場者が実感したのは、グループの誰かがひとつ答えることで、新しい発想が生まれやすくな
るということ（誰かが「豆腐」といえば、同じ白い食べ物という点から「大根」がイメージしやすくなり、
また白いものを先に挙げることで、黒いものも “ 掛け算的 ” に発想しやすくなる）
。
「仮説をいっぱい出して、そのなかで自分、かつ自分と関わる人が納得できるものを導き出していけるか。他
人と “ 脳をつなぐ ” ことで、それをより多様にできるか。正解ではなく、“ 納得解 ” を出す情報編集力が、こ
れからの時代に必要な力です」
。
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「学校では、いかにスピーディに正解を答えられるかが重要視されていましたが、これからは正解がなくなる
時代。情報の扱いのうまさがカギになってきます」

プになり「世の中で “ 白 ” が当たり前だと思われているもの」を１分間、みなで列挙し、そして同様に「“ 黒 ”
になることで新しい価値が生まれるもの」を１分間で挙げていきます。

また、
「根拠のない自信を育てることも重要」だと言い、来たるべき “ 正解のない社会 ” へと一歩踏み出す際
の大切な心得を、藤原さんは教えてくれました。

このセッションでは、大半の時間がワークショップに費やされました。まずは来場者は３〜５人組のグルー

9/17（火）

京都×渋谷 持続可能なまちづくり

＜登壇＞
門川大作：京都市長

会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT

長谷部健：渋谷区長

観光と両立してはぐくむ、
暮らしの美学とシティプライド

＜ファシリテーター＞
野村恭彦：株式会社フューチャーセッションズ 代表取締役社長
一般社団法人渋谷未来デザイン フューチャーデザイナー

門川京都市長と長谷部渋谷区長。
「“ 市民協働 ” を政策の中心に置いて未来を模索しているであろうおふたり」
とファシリテーターの野村さんが語る、注目の組み合わせでの DIVE DIVERSITY SESSION。

乗効果で SDGs の実現を目指して “ 京都宣言 ” というものを出したい。住民は街に利便性を、しかし旅人は
街に非日常を求めるもの。そんななか街のオリジナリティは住民主体にして持続させていこうということを、
宣言として世界の観光都市に対して提案したいと思っています」

まず、京都市と渋谷区の違いと共通点はどんなところなのでしょう。
門川さんは「京都は千年を超えて都市機能が継続しているおそらく世界で唯一の都市ではないか」と語り、
長谷部さんは「渋谷は逆に、街として賑わうようになってから百年経っていないと思う」とすると、
野村さんは「街が永きに渡り持続可能であるためには様々な問題があり、オーバーツーリズムの問題もその
ひとつ。これはふたつの都市が共通して抱えている課題でもありますね」と指摘。

長谷部さんは、京都に住む人は街への愛が強そう、としながらも「渋谷も、渋谷愛がある人が街を変えていく。
渋谷区と京都市が繋がって、市民が互いに情報交換しながら街をつくっていける仕組みがあるといいですね」
と語ります。また、その際の行政のあり方として、次のようにも。
「そういうことを行政が主体になって進めると失敗しやすい。市民にきっかけを与えること、まさに（SIW の
テーマである）ニュー・ルールをつくるところまでが行政の役割だと思う」

「京都は季節と場所によって数カ所のスポットに局地的に観光客が集中してしまう。ビッグデータや AI を使っ
て他の満足度の高いスポットへと観光客を誘導し分散させる施策を行っています」と門川さんは語った上で、
「しかし京都は観光都市ではないとさえ思っている」と、一見意外な発言も。
「京都の街は観光のために出来たものではありません。市民の暮らしの美学を大切にしてきました。そこへ訪
れる方々が魅力を感じておられるんです」

渋谷の人たちが京都で何ができるか、京都の人たちが渋谷で何ができるか。互いにそれを考えていくことが
できたら——ワクワクする未来の可能性がみえてきます。
門川「それなら、京都の花街に残っている節分の仮装のおばけ、これを広げるために毎年節分の日に渋谷で
仮装をやったらいいのでは？」
門川さんの突然のアイデアに、長谷部さんは「ハロウィンだけじゃなくて、節分も！？ 大変だなあ〜！（笑）
」
と、会場の笑いを誘いました。

長谷部「オーバーツーリズムと街に暮らす人たちの問題でいうと、
渋谷もいまは空いている日というのがない。
たとえば高齢者の人のなかには、駅周辺に行くのがこわいという人もいます」
門川
「観光都市が文化を壊すようであってはならない、
と思います。12 月に京都で国連世界観光機関
（UNWTO）
と UNESCO が『観光と文化をテーマとした国際会議』を開催します。この会議において、観光と文化の相
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京都と渋谷。これをきっかけに、あたらしい具体的なイノベーションが街にうまれる日がたのしみです。
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9/18（水）

社会の可能性を拓く、
未来志向のブランディング
会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT

＜登壇＞

人類を幸せにする企業哲学が起こすイノベーション

佐藤夏生：クリエイティブディレクター /

「以前はクリエイティヴというと絵を描いたりアート作品を作る感覚に近かった」と語るクリエイティブディ
レクターの佐藤夏生さんは、
「この 10 年でクリエイティヴの意味が変わった。今はクリエイティヴの民主化
が進んでいる」と言います。

EVERY DAY IS THE DAY 共同代表

20 世紀、企業は利益を上げることでブランドバリューを築いてきました。しかし、21 世紀はその価値観に
も変化が訪れ、今は物を売るためのものではなく、本質的に人類を幸せにするミッションを掲げられる企業
が強い時代だと言います。そのための哲学こそが社会の可能性を拓く、未来志向のイノベーションであり、
ブランディングです。

「クリエイティヴにおけるアイデアとはデザインではなく、社会との新しい関係性の作り方と捉えている」と
説明した佐藤さんが、例として挙げたのが「くまもん」
。熊本に住んでいる全ての人を応援できる、そして著
作権フリーでみんなが使えるからこそ、社会に広く広まった。そのつながりを考えることこそが “ アイデア ”
だと言います。
またイノベーションとは企業ではなくユーザーの行動が起こすものと、この 10 年は画質ではなく薄さや使い
やすさ、共有しやすさという軸でカメラが進化してきたことを例に説明。そういった文化、新しい考え方を
社会に実装していくことがソーシャルイノベーションを起こすきっかけになります。
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その意味でブランディングとは「人や暮らし、社会の可能性を形にすること」と佐藤さんは説明を続けます。
またマーケティングとは、
「売ることが目的ではなく社会が前進することに意義を見出すこと」と語り、その
ためには競争相手であっても協力する “ フレネミー（フレンド & エネミー）” という企業同士の関係も必要
だといいます。
クリエイティブにおいて今、大切なことは “ シェア ” が割り算から掛け算に変わったことや、ダイバーシティ
化、
女性の活躍など社会の潮目が変わったことをまず捉えることが大切です。潮目の入り口を見つけることで、
地域共生や、ビジネス、人口ピラミッドなど様々な課題を解決することができるというのが佐藤さんの考え。

ソーシャルイノベーションと渋谷の関係でいえば区が推進するダイバーシティ化があります。佐藤さんは「ダ
イバーシティとは思いやりと言われるが、そうではなく、例えば他人に感じる違和感があって、その差分を
考え、自分に良いものとして捉えようとするための考え方」と語ります。

その上でこれからのマーケティング、イノベーションには “ どういう感覚が可視化され、広まれば社会が良
くなるのか？ ” をコレクトしていくことが大切だという考えを示しました。

9/19（木）

世界をちょっと SLOW に
会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT

＜登壇＞
栗栖良依：パラ・クリエイティブプロデューサー／ディレクター

マイノリティの視点が活かされるからおもしろい

SLOW LABEL ディレクター

「学生時代から平和活動を意識し、将来的には創作活動でそれに関わりたいと思っていた」
そう語った栗栖良依さんは、リレハンメルオリンピックの開会式を見て、オリンピックこそがその夢だと気
づきました。

「障がい者とコラボレーションをするとそれまでになかった発見がある。それを創作、パフォーミングアート
に変える。そのためにその分野のプロフェッショナルを招待してワークショップを開催しましたが、障がい
者の参加は少なかった」と当時を振り返る栗栖さん。

しかし、2010 年に骨肉腫を患い右下肢機能全廃の障がいを背負ってしまった栗栖さん。
「いつ来るかわから
ないオリンピックの夢にかけられない」と夢を諦め、障がい者としての自分だけが残ったといいます。

そこには障がいを持った方たちの前に立ちはだかる物理的なバリア、精神的なバリア、情報のバリアがあっ
たといいます。それにより日本にはクリエイションのスタート地点に立てるプレイヤーがいない、という課
題が浮き彫りになったのだそう。

ただ転機は2011年に訪れました。
その年、
障がいを抱える人とアーティストたちとでものづくりを行う
「SLOW
LABEL」のディレクターに就任。そこでの気づきはスローマニファクチャリング。
「大量生産にはできない障
がい者による自由なものづくり」の魅力だと栗栖さんは語りました。
ものづくりにおいて障がいのあるなしは関係ない。自分の得意なことで参加して貢献する。
障がい者というと弱者といったようなイメージがあるが、実際はすごくうまく作業できる。そんな見方の変
化もあったといいます。
2014 年には障がい者と多様な分野のプロフェッショナルによる現代アートの国際展「ヨコハマパラトリエン
ナーレ」を立ち上げ、総合ディレクターとして関わることに。
突出した感覚とその分野のプロフェッショナルが協力することで何か新しい価値が生まれる。そういったイ
ベントを開催する過程で気づいたことを社会に還元することを目指しました。
その一方では大きな課題も。
栗栖さんが見たロンドンパラリンピックの開会式は「実に多様な人々が参加していて、障がい者がフィール
ドを埋め尽くしていた」といいます。だからこそ、東京でもできるはずだと考えました。しかしこの時、日
本の障がい者を取り巻く環境が抱える、ある問題に気づきます。
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そして、2015 年に環境を変えるべく「スロームーブメント」プロジェクトを立ち上げ。障がい者が表現者と
なることを諦めない環境づくりへの挑戦が始まります。
さらに 2016 年にはリオ・パラリンピックの閉会式・旗継ぎ式に参加。日本の障がい者によるパフォーミン
グアートに関わりました。
「移動による身体の負担など障がい者が抱える問題を、アクセスコーディネーター、アカンパニストたちがサ
ポート。解決策にはマニュアルがない。その場その場で模索するクリエイティヴな作業でした」
2017 年には障がい者の心身パフォーマンス機能の底上げ、トレーニングプラン、エアリアル導入など帰国後
に向き合ったパフォーマンスの課題解決と並行して、2021 年以降の担い手を育てるためにソーシャルサーカ
スの研究を開始。貧困、障害、虐待、移民などマイノリティ問題にも取り組み始めます。
栗栖さんは “ 既存の型／手法にはめる ” から “ 新しい型／手法をつくりだす ” ことを “Fast から SLOW への
変化 ” と例えます。
「障がい者が出演するからパラなのではない。障がい者 = マイノリティの視点が活かされるからおもしろいの
です。そこに誤解が生じている。そうした取り組みが日本にはまだ少ないので、これからの 1 年で広めてい
きたいです」
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9/21（土）

“ 生理 ” と女性の社会進出
会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT

心理的に安全な環境をつくるための
“ マイノリティへの想像力 ”

＜登壇＞
ハヤカワ五味：株式会社ウツワ代表取締役

えたんです。
また、
月 2 〜 3 回休む女性の方いますよね。風邪だと伝えられていても、
実際は生理痛だったりする。それっ
て事前に相談されていたらフォローできたかもしれず、これも解決するべき問題だと感じます」

女性が社会に進出するためには、男女間の不平等の解決が必要です。ハヤカワさんは「ジェンダー平等」に
ついてエモーショナルな側面ではなく、経済合理性を考慮して課題に取り組んでいます。

生理であれ産休であれ、早期に相談があれば対策を立てやすくなるはずではありますが、しかし最近ではハ
ラスメントが問題になることも多く、簡単に解決できるわけではなさそう。

「マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査では、完全な男女平等が達成されれば、世界の GDP は 2025 年
までに 26％も増えると予測しています。また、世界経済フォーラムによると、ジェンダー平等度の高い国ほ
ど一人あたりの GDP が高いという傾向が出ているんです。日本はジェンダー平等の質も悪く、GDP も伸び
悩んでいるので、これを機に真剣に取り組むべきだと思います」

「セクハラは定義が漠然としていますし、生理や出産について男性から話しづらいですよね。だから、すべて
の人が悩みを話 “ す ” 必要はなく、話 “ せる ” 環境の整備が重要です。
たとえば LGBTQ についてグループで取り組みたいときも、カミングアウトさせるのではなくて、カミン
グアウトしやすい環境をつくるべき。“Must” ではなく、“Can” が大切。話させることは強要になりますが、
話せる環境は心理的安全性があります」

しかし、平等といっても、男性と女性を同じとみなすのは無理がある、とハヤカワさんは言います。
「男女で身体のしくみや筋肉の量も違いますし、女性には生理も出産もあります。私が伝えたいのは、
『平等』
にも 2 種類あるということです。それが『形式的平等』と『実質的平等』
。
形式的平等は、たとえば投票権のように、それぞれがどんな状況であっても等しく機会が与えられる平等。
一方で実質的平等は、個人のポテンシャルにあわせて不平等をなくしていく。たとえば、教育の均等のた
めに、お金がない学生には奨学金を与えたりしますよね」
ジェンダー平等というテーマで意見の対立が起きている理由は、形式的平等と実質的平等を混同して考えて
いるからであり、ジェンダー平等は実質的平等の視点がより重要だとハヤカワさんは指摘します。
その上で、ハヤカワさんが生理について課題を抱き、取り組みを進めている理由をこう語ります。
「最近、タバコ休憩（をする人と非喫煙者を比較して不公平だという）問題が取り沙汰されていますが、生理
用品を買いに行く女性のなかには、近くのコンビニだと会社の人に見つかりそうだからという理由で、わざ
わざ遠くのコンビニまで行く人もいます。
『それってタバコ休憩よりも時間のロスになっていないか？』と考
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今回のセッションの登壇者は大学 1 年生からアパレル会社を経営している若手経営者のハヤカワ五味さん。
今年の 5 月には生理用品のセレクトショップを展開する新プロジェクト「illuminate」を立ち上げています。
「“ 生理 ” と女性の社会進出」というテーマながらも、多くの男性が来場していたことも印象的でした。

心理的安全性とは、
「こんな発言をしたら睨まれる、バカにされる、といった不安を持たず、本来の自分を安
心してさらけ出し、受け入れられる雰囲気」のこと。心理的安全性を与えるためには「知識」
「想像」
「表明」
が重要だと語ります。
「
『想像』を例に挙げると、LGBTQ の方の割合はおよそ人口の 8%、発達障害は 10% 弱いるといわれています。
100 人いれば約 10 人がマイノリティということです。
『自分の周りには性的マイノリティはいない』ってい
う人が私の友達にもいますが、
『いやいや、いるぞ。お前の友達で 3 人くらいいるぞ』と。だけど、本人は自
分の周りにはいないと思っているわけですね。私たちはもっと想像力を働かせるべきです」
「生理と女性の社会進出」というテーマから「マイノリティへの想像力」という話題にまで広がった今回のセッ
ション。最後は「illuminate」のコンセプトを紹介し、まずは会場にいる人たちから “ 知って ”、“ 考えて ”、
周りを巻き込んでほしいと伝えました。

9/21（土）
一歩踏み出す勇気
会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT

価値観は変わりゆく。
常に最善を体現するための “ 一歩 ”

＜登壇＞

自身の実力や周りの状況によって、人の価値観は大きく変化していきます。今回は、そんな価値観の変化を
積み続けて 2019 年 7 月に WBA 世界ミドル級の王座を奪還した、村田諒太さんに話を伺います。

価値観がどんどん変化していくんですね」

中学生の時にボクシングを始めた村田さん。はじめたきっかけは、中学校の先輩との喧嘩だったそうです。4
人の先輩を全員打ち負かした彼ですが、次の日学校に行ったらなぜか負けたことになっていました。そこか
ら自身の強さを分かりやすくアピールし、みんなにわかってもらうことがボクシングをやる意味であり、価
値だったそうです。
でも、真剣にボクシングに打ち込めば打ち込むほど、自分が一番強いということを知らしめたいという思い
はとうに忘れていきます高校１年生のデビュー戦で敗戦したことで、学校対抗のような試合で自分のチーム
を勝たせたいという気持ちが強くなっていました。
「これってすごく大切で、自己中心性からの脱却というのは、大人への第一歩だと思っています。個人のアイ
デンティティが確立されると、共同体への貢献というのが次の目標になってくるんです。成功体験によって、
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村田諒太：WBA 世界ミドル級王者
ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト

その経験は同じ年のインターハイ準優勝、高校５冠につながりました。
こんなふうに価値観というのは変わっていくものなので、同じ価値観や古い価値観の強要は機能しなくなる
と言います。
村田さんにとって、上手くいく波には特徴があると言います。
「僕にとっての価値観とは、自己実現、社会貢献の 2 軸で成り立っている。どちらも上手く作用していると、
良い流れがくることが多いんです。そのバランスを整えていくことで、成功への道が拓けるのかなと」
最後に、彼はある本の一文を引用して言いました。
「以前読んだ本に、
『勇気を定義することはできない、勇気は行動することでしかない』という話がありました。
行動こそがクリエイティブで、一歩踏み出す勇気なんです」
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trialog
summit

trialog 代表 若林 恵：blkswn コンテンツ・ディレクター
2012 年に『WIRED』日本版編集長就任、2017 年退任。2018 年、
黒鳥社（blkswn publishers）設立。2017 年、独立。日中間の企業
の課外解決、進出支援、及び様々な企画立案を提供している。

トライアログ サミット

9/22

９月 15 日（日） 会場：渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール B

trialog 共同企画者 水口 哲也：Enhance 代表
2 ヴィデオゲーム、音楽、映像、アプリケーション設計など、共
感覚的アプローチで創作活動を続けている。
「Rez」や「ルミネス」
など独創性の高いゲーム作品を制作し続け、
「全感覚の融合」を提
示してきた “VR 研究・実践のパイオニア ”。金沢工業大学客員教授、
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任教授。

若林恵とソニーが仕掛ける、次世代のクリエイティブな生き方につい

（日）

て “ 三者対話 ” を通して考えるプラットフォーム「trialog」。今回は「Alt.
＜登壇＞

公園空間がつくる新しい価値

佐々木紀彦：株式会社ニューズピックス 取締役 新規事業担当

Rules オルタナティブなルール / ルールのオルタナティブ」をテーマ
に SIW 内にて初の 1DAY イベントとして開催。

夏野剛 : 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長、慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授

会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT

長谷部健：渋谷区長
間野義之：早稲田大学スポーツ科学学術院教授、博士

代々木公園エリアに、スポーツ・エンターテインメントの聖地となり、災害時には防災拠点にもなる、3 万
人収容規模のスタジアムパークをつくる——昨年の SIW にて発表された『SCRAMBLE STADIUM SHIBUYA』構
想。それから１年間、オープンディスカッションやワークショップ、WEB アンケートなど、区民や渋谷を訪
れる人たちに対して開かれたかたちで、広く意見を募り、議論を行ってきました。

長谷部
「このプロジェクトの発端は、
スポーツ振興を考えた上での代々木公園の活用についての議論から。代々
木公園が軸となり街全体でスポーツが盛り上がることも目指したい。
例えば、女性が深夜でもひとりでランニングできるような安全なフィールドがあれば、周辺の銭湯がラン
ニングステーションの機能を持ったり、いつでもコールドプレスジュースが飲めたりするかもしれない。そ
んなふうに周辺の経済を上手く回していけるのでは」

＜ファシリテーター＞
金山淳吾：渋谷区観光協会 代表理事、渋谷未来デザイン プロジェクトデザイナー

ディスカッション／ワークショップの模様のレポートや寄せられた意見などは、オフィシャルサイト＜
scramble-stadium.tokyo ＞で見ることができます。

間野さんは「防災拠点としての意味でも “ 屋根 ” は必要。VIP ルームを多くつくるという計画も、災害時に特
別な避難スペースとして活用するというのは合理的です。たとえば赤ちゃんがいる家族などにとっては、段
ボールの仕切りでは厳しいところがあります」と、防災の観点から触れながら、やがて “ シビックプライド ”
についての議題へシフト。
「いざというとき、渋谷の人が逃げ込める大切な場所。災害時には “ あそこへ行けば大丈夫 ” とシンボリック
にわかっていることは重要な意味があります。
また平常時も、地域の一体感をつくるためには、みんなで応援できるスポーツがここにあるというのもも
ちろん大事ですね」

そんな同プロジェクト。構想発表後一年の節目での中間報告を兼ねたトークセッション、まず前半となる
「SESSION 1」では、経済と文化の側面に着目したトークが展開されます。
長谷部渋谷区長はまず、
「スタジアムの建設は区長選の際に公約に掲げたとおり、クリエイティブ、イノベー
ティブなまちづくりの軸として推進したい。世界、特にアジアの都市と比べると、経済や金融の面で東京は
遅れ始めているなか、東京が胸を張って生き残れるためにエンタメを伸ばしていきたい。その本山のような
存在が、このスタジアムだと考えています」と語ります。

長谷部「例えばストリートカルチャー、ストリートスポーツはこの街のエンジンだと思っています。ただ、
道路でやるのは地域住民への配慮が必要です。しかし、このスタジアムパークにストリートスポーツに打ち
込める場所があるといいですね」

ソーシャル経済メディア『NewsPicks』の佐々木さんは「コンテンツのニーズは世界的に高い。これからコ
ンテンツ黄金時代がくる」とし、また「郊外のスタジアムは行き帰りが楽しくないけど、渋谷なら街全体で
楽しめる」と賛同します。
スタジアムをスポーツ以外のエンタメに活用することにふれて夏野さんは、新国立競技場を例に挙げてこう
指摘します。
「建設費用を抑えるために屋根をつけなかったから、今後採算が取れない施設になってしまったと思う。騒音
の理由でコンサートが出来ないから。スタジアムに屋根をつけるべきなのは天候のためだけではありません。
（こうした採算を含めた判断ができるよう、
）このスタジアム構想は 100% 民間主導で進めてほしい」

夏野「東京を元気にすることは、日本を元気にすること。欠けているのは大きなスポーツ施設で、それが都
心にあることで必ず次の世代の武器になります。まだ日本の経済に余裕があるうちにこういうスタジアムを
作るべき」
金山さんは、最後に次のようにまとめます。
「代々木公園の未来を通して、東京の未来を考えていきたい。このスタジアム構想の議論が成熟して、もし仮
に建設が実現しなかったとしても、議論が他に引き継がれ、いい東京になればいいと思っています」

渋谷〜新宿という大商業エリアの真ん中にある大自然——こんな文化拠点はあまり類を見ないものの、公園
空間の大規模な整備は 1965 年に行われたまま。これが代々木公園の現状です。

長谷部さんは「重要なのはこれから。人口が減ってくると投資が集まらなくなる可能性もある。幸い渋谷区
はこの先 5 年間は人口増の試算が出ています。民意を高めて 5 年以内に合意形成し、管轄である東京都に具
体的に届けていきたい。ぜひ皆さんに背中を押してほしいです」

異なる立場の三者が意見を交わし「本当に欲しい未来とは何か」を考える
ための実験的な対話のプラットフォーム、trialog。今回は、trialog の歴
史のなかでも初となる、1DAY カンファレンス「trialog summit」として
の開催。2019 年 9 月 15 日 ( 日 )、渋谷ヒカリエ ホール B で行われまし
た。( 米 SXSW での Vol.0 を含めると ) 通算 9 回目となる今回は「SOCIAL
INNOVATION WEEK SHIBUYA 2019」のオフィシャルプログラムとして
の実施となりました。
メディア編集長にテレビディレクター、スタイリストやモデル、起業家か

(betcover!!) が登場し、また、Kenchan(tokyovitamin) の VJ + DJ も会場
を盛り立てました。
過去最大規模となった今回の「trialog summit」
。学生を含む 20 代前後の
オーディエンスがこれまで以上に目立ちました。trialog 代表・若林恵さ
んは開催にあたって、「10 年後、20 年後、あるいは 50 年後、100 年後、
この社会はどういう社会であって欲しいと願うのか。（中略）いま『ほん
とうに欲しい未来』を語るべきは若者だ」と語りましたが、
それぞれが “ 当
事者 ” としてトークに集中し、熱心にメモを取り、登壇者にユニークな質
問を投げかける光景は、述べ 265 万もの視聴回数を記録したライブ動画

SESSION 1 News

SESSION 3 Company

ほんとうに欲しい情報はなにか？

ほんとうに欲しい会社はなにか？

SESSION 1「ほんとうに欲しい情報はなにか？」では、SNS 時代におけ
る情報発信への意識と、今日のメディアが担うべき使命について議論が交
わされました。

終身雇用や年功序列の崩壊が進み、会社が個人を縛り付ける時代は終わろ
うとしています。会社の中枢を担ってきた三人が「会社」の可能性につい
て語り合いました。

haru.：株式会社ＨＵＧ 取締役
上出遼平：テレビディレクター、プロデューサー
平山潤：NEUT Magazine 編集長

酒向萌実：株式会社 GoodMorning 代表
對馬哲平：ソニー株式会社 Startup Acceleration 部 wena 事業室 統括課長
篠田真貴子：元 株式会社ほぼ日 取締役 CFO

SESSION 2 Fashion

SESSION 4 Identity

ほんとうに欲しい見た目はなにか？

ほんとうに欲しいアイデンティティはなにか？

メディアや世間が決めた紋切り型の「かわいさ」
「美しさ」にあらがい、
自分らしくあることをどのように肯定すればよいのか。朗らかで示唆に富
んだトークが展開されました。

自分らしさとはそもそも何なのか。それは恣意的にしか構成されないもの
であり、自分が信じている自分のアイデンティティがどこから発動してい
るのかを、あらためて疑い、見つめ直してみる意義について語られました。

ラブリ｜ LOVELI：アーティスト
Shun Watanabe：ファッションディレクター
佐久間裕美子：文筆家

陳暁夏代：マーケター 他
TAITAN MAN（Dos Monos）
：ラッパー

らラッパーまで、世代もバックグラウンドも異なる計 12 人が集った 4 つ
のトークセッションに加えて、ミュージックセッションではヤナセジロウ

配信とともに、この刺激的なセッションの数々への高い関心がうかがえま
した。

MUSIC SESSION
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betcover!!：ヤナセジロウによるソロプロジェクト
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代々木公園の未来を通して、
東京の未来を考える

SHIBUYA
SOCIAL ACTION
AWARD
渋谷ソーシャルアクションアワード 2019
9 月 15 日（日）会場：渋谷ヒカリエ 9 階 ヒカリエホール A

昨年の SIW 参加者の中から、その後も継続して「THINK」を「ACTION」へ

いまではパパになって、それでもこの生き方を保つのはときどき大変ですが、

と推し進めた団体・個人を表彰。計 10 組を選出し、受賞者とその活動内容

皆さんの応援のおかげで続けることができています」

を発表、プレゼンターの長谷部健 渋谷区長からトロフィーが授与されました。
VEX ロボティックス
< アワード受賞者 >

「VEX は次世代を担うリーダーを育成する教材。昨年の SIW の場を借りて渋

ASHOKA JAPAN ／ green drinks shibuya ／超福祉展／ trialog ／ VEX ロボ

谷から発信することができ、その後、今年 3 月には国際大会を開催できるま

ティックス／ BBOY TAISUKE ／ハローキティ／武藤将胤／吉田拓巳／りゅ

でに成長してきました。まだまだ日本のこどもたちが世界に羽ばたくために

うちぇる（敬称略）

やるべきことがたくさんあります」
武藤将胤

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

りゅうちぇる

「これからも ALS という障がいを持つ立場から、イノベーションを起こし続

「小さいときからかわいいものが大好きで、でも女の子好きという、人と違う

けて、渋谷を一緒に盛り上げていきたいと思います」

悩みを持っていました。しかし “ 原宿 ” に出会ってから、自分の色を大切に
して生きてきました。

（受賞コメントから一部抜粋）
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NETWORKING
ネットワーキング

プログラム数

22programs

参加する人すべてがコネクト出来る場をプロデュースし、イノベー
ションの機会を創出。
最新テクノロジーから SDGs、災害対策、ジェンダー平等、そしてあ
たらしい家族のかたちについてや、公共空間の落書きについてなど、
多岐にわたるテーマのもと様々なミートアップが開催されました。

9/11（水）

9/17（火）

Italian Startup Night Pitch Event

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

9/12（木）

中小企業経営における「SDGs のリスクとチャンス」を事例を交えてご説明し
ます。

Bicycle Friendly な未来に向けて

渋谷 5G エンタメテック会議

自転車がもっと社会に貢献できることをディスカッションするワークショッ
プ。今年のテーマは未来。

くっきー！さん（野性爆弾）、小橋賢児さん、KDDI がエンタメ× 5G で渋谷の
街をより面白くする未来の渋谷について語りあうイベント。

MOTHERHOUSE COLLEGE「家族」について考える
～拡張家族、家族留学という新しい試みから～

SOCIAL INNOVATION ×渋谷区 SDGs 協会

「家族」というテーマに向き合い、新しい挑戦をしているゲストをお呼びして
議論します。

ゲームやトークイベント、ワークショップを通して、
「SDGs とはなんだろう？」
を１からていねいに説明します。

9/18（水）

コミュコレ！ in SIW 2019
～ Community Collection SHIBUYA in SIW special ～

毎年夏にお届けしている “ コミュニティ界のサマソニ ”「コミュコレ！」のス
ピンアウト企画！

9/13（金）

中小企業向け経営イノベーションセミナー：

「SDGs をビジネスに活かす！」

イタリアのスタートアップ支援プログラム「Global Start Up Program」にて、
日本進出を検討している 8 社のピッチイベント。

トークイベント 革命のレシピ ソーシャルイノベーションを考えよう

社会的テーマでトークイベントを行ってきたクラウドガバメントラボのメン
バーと一緒に、行動のための “ レシピ ” を共同創造していく体験型のトークイ
ベント。

デザイン経営の実践 ～なぜ今、「デザイン」なのか？～

渋谷のリブランディング ～世界の人々を惹きつける町へ〜

これからの渋谷はどう在るべきなのか？どのように渋谷というブランドを作
り、世界に発信していけばよいのか？その過程に市民としてどのように関わっ
ていけば良いのか？について、ご来場の皆様と議論します。

私たちは経営に、デザインをどのように取り込んでいけばよいのでしょうか。
デザイン経営の実践について会場と考えます。

SOCIAL INNOVATION ×プロアスリートの New Challenge

SOCIAL INNOVATION ×災害仮設住宅ワークショップ

第一部ではスポーツ選手の新たな働き方についてのパネルトーク、第二部では
「失敗」することの本質を学び、次に生かしていくワークショップを実施。

災害時にすぐに、そして大量に必要になる「仮設住宅」にフォーカスを当てて、
ソーシャルイノベーションを考える。

9/14（土）

9/19（木）
ストリートアートと落書きの境界

green drinks Shibuya

ストリートアートと単なる迷惑行為である落書きの境界と、それぞれの在り方
について語ります。

渋谷を中心にソーシャルグッドな活動に取り組むゲストと、「これからの社会」
について考えます。

9/14（土）・22（日）

渋谷区 100 人カイギ Vol.19 with SIW

渋谷区アイリス講座
「渋谷からガラスの壁を壊そう！スポーツとジェンダーの平等」

街で働く 100 人を起点につなげる「渋谷区 100 人カイギ」
。「渋谷区ではたら
く 100 人の話」から、渋谷のまちで「つながり」を作ろう。

ジェンダーやセクシュアリティにかかわらず、互いに尊重しあい、生き生きと
暮らせる社会へ。

9/16（月・祝）

9/19（木）~ 22（日）

コミュニティは参加するから、主催する時代に。

PRIDE HOUSE

〜 100 人カイギ開催者が教える、ゆるいコミュニティの始め方〜

LGBTQ 等のセクシュアル・マイノリティに関するポジティブな情報発信を行
う。期間限定のホスピタリティ施設。

「まち」に関わって動かしていくということを参加者と共に共有し、これから
のまちのルールを作っていきます。

9/21（土）

9/16（月・祝）~19（木）

Femtech Fes!

ASHOKA イノベーショントーク 片山ます江 川添高志

国内外の Femtech プロダクト＆サービス、約 30 点のタッチアンドトライ / エ
キシビジョン、そして 19 日 19 時からはトークイベントを開催！

世界最先端のソーシャル・イノヴェーターとして認知されている二人が、新し
い時代のニーズと対策を語る。

9/16（月・祝）~ 22（日）

9/21（土）~ 22（日）

みんなとわたしにちょっといいもの。
ソーシャルグッド展 -SDGs & Me-

DISCOVER @EDGEof with meeTalk

「この出会いが未来をつくる。」挑戦する女性のコミュニティ『meeTalk』が女
性起業家やクリエイターなど実践者によるトークセッションやワークショップ
を毎日開催。

女性目線でダイバーシティの推進に取り組むプロジェクト『MASHING UP
（マッシングアップ）』が国連大学（渋谷区）にて開催する、消費者、生産者と
ともに SDGs を考えるイベント。
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EXPERIENCE
エクスペリエンス

プログラム数

28 programs

子供から大人までが体験できる学びの場を創出。最新のペットボトル
リサイクル体験や音声のみの AR プログラムなどの新感覚体験、また、
アートや自然に触れる体験や、ストリートバスケや HIPHOP 映画な
どのカルチャーに触れられる場など、多様なプログラムを各地で展開。
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9/14（土）

9/16（月・祝）
未来へつなげ！ CE チャレンジ !!

90s HIP HOP EXPERIENCE

リサイクルに参加してあの映画で
話題の「デロリアン」と記念撮影をしよう！

なつかしの 90 年代ヒップホップに、もういちど出会い、ふれる。

NO SIDE DAYS, SHIBUYA

ダヴィンチマスターズ

9/15（日）

雨天につき中止

自国初開催となる世界的な大会を直前に控える中、東京の中⼼・シブヤからラ
グビー機運を盛り上げ、多くの⼈々に “ ラグビーの楽しさ ” を知ってもらうイ
ベントです！

子どもたちの「自己肯定感」「共感力」「コミュニケーション力」を育むための
体験イベント。

フィールドミュージアム渋谷 2019
音声 AR
「見ないからこそ見える色」と「音だけの怪物」

身近にある自然を通して「生きる」を感じるプロジェクト。
子どもたちと生物に精通したスペシャリスト達が、一日だけの「しぶやいきも
のミュージアム」をつくります。

視覚に訴える VR/AR がフィーチャーされる今、音声のみでどこまで心的に作
用できるのか？

9/17（火）

煩悩 #BornNow 2019
音楽でお寺と地域、クリエイティブな若者をつなぐ、HIPHOP フェスティバル。
アーティストによるライブ、地元商店街とのコラボ企画等で渋谷の夜のお寺を
彩ります。

9/14（土）~ 22（日）

たった 30 分でわかるお金の働かせ方講座
「年金不足問題」が話題の今だからこそ気になるお金の働かせ方を人気ファイ
ナンシャルプランナーに教えてもらおう！

SHIBUYA QUEST 2019 地球音楽食祭

〜ともに食べ、ともに歌おう〜 イラン人アーティストによる講演と演奏

SHIBUYA TSUTAYA ×パラリンアート
「SHIBUKURO EXHIBITION」

様々な国の難民アーティストと演奏経験を持つメディ・アミニアン氏が中東伝
統楽器を用いて演奏。

限定デザインのトートバッグの原画展示と販売を行います。

9/17（火）~ 19（木）

SHIBUYA TSUTAYA ×パラリンアート
倉持智行氏ライブペイント

ニューバランス 足型計測「3D スキャン」体験ブース

義手の画家・倉持智行氏によるライブ制作を行います（※荒天中止）精巧な義
手で描かれるエネルギッシュな作品をお楽しみください。

ニューバランスの足型計測ツール「3D スキャン」が体験できる SIW 期間限定の
特設ブース。360 度から、足のサイズ、幅、土踏まずの高さなど足の特徴を無料
で計測し、お客様ひとりひとりの足にフィットしたシューズ選びをサポート。

9/15（日）~ 16（月・祝）

FLY presents フリースタイルバスケットボール クリニック

SHIBUYA PIXEL ART /
ピクセルアート企画展「現代の妖怪」

フリースタイルバスケットボールのスペシャルスクールを開講！日本が世界に
誇るフリースタイラー、ZiNEZ と BUG!? が講師に。SOME CITY TOKYO によ
るストリートバスケのピックアップゲームも。

渋谷を舞台に展開される、世界最大級の「Pixel Art（ピクセルアート）」コン
テスト＆フェスティバル。ピクセルアートの体験ブースもご用意しています。
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EXPERIENCE

9/17（火）~ 22（日）

9/21（土）~ 22（日）

SIW cafe by CITYSHOP
supported by

Street Sports U-15 Championships
SKATEBOARD | BREAKIN' | DOUBLE DUTCH

様々な SIW イベントコンテンツを体験しながら飲食はもちろん、交流の場と
してご利用ください。
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若年層 U-15( 中学生以下 ) に焦点を絞ったストリートスポーツコンペティショ
ンや、ショーケース / 体験 / スクールなどを実施するプロジェクト。

9/22（日）

Play! Share Shibuya Station
シブヤの街の楽しみ方を様々なシェアサービスで体験！
様々なシェアサービスの展示、体験コーナーを設置。
また、期間中にはトークイベントも。

9/19（木）

NEXT GENERATIONS
ストリートをアップデートせよ

渋谷ママ体操
ママとお子様が音楽に合わせて、一緒に楽しく時間を過ごせる簡単エクササイ
ズを実施。

この世界を信じるための 10 分
UPDATE DOCUMENTARY PROJECT

〜よい歯でよくかみよいからだ〜
「楽しく学んで、歯と口の健康を守りましょう」

次世代を担う映像のクリエイターら 6 人による、「この世界を信じるための 10
分」作品を上映します。

歯を守るためにできることって？何だろう？ワークショップ 作ってみよう「歯
ブラシ犬」（各回先着順 10 人）

クマタン うんち体操 井出由起

9/20（金）~ 22（日）
渋谷区子育てネウボラの紹介展示

渋谷区子育てネウボラは、子育てにかかわるすべての人々がずっと寄り添い、
つながれる場所です。

お子さまのトイレトレーニングを応援！クマタンの “ うんち体操 ” を覚えると、
自然と毎日のトイレがもっと楽しくなる！さらにパパママの便秘解消にも効果
があるかも !?

SOMECITY TOKYO ALLSTAR 2019

雨天につき中止

自由にお絵描き、自分だけのぷちぷち塗り絵作品を完成させよう！

国内最高峰・最大規模のストリートボールリーグ SOMECITY を代表するボー
ラー達による、この日限りのスペシャルゲーム ! 観る者を魅了する新しいバス
ケットボールがここにはある。

Baby&Kids フォトデザインブース
with Famm ママ専用スクール

子どもたちが植えた野菜を食べたり、マイクロファーミングやハーバリストに
よるワークショップなど、都市で楽しむ農的なコンテンツが盛りだくさん。

ぷちぷち塗り絵

おもはら やさいの森マルシェ

雨天につき中止

ママフォトグラファー達が、フォトブースにて素敵なファミリー写真を撮影し
ます !

9/21（土）
東京ヴェルディユニバーサルサッカークリニック
知的障がいのある方を対象としたサッカークリニック。

クマタンとうんちまつり
渋谷区子育てネウボラアンバサダー 若槻千夏さんによる「でっかい絵本の読
み聞かせ・ワークショップ」は 11:00 〜、14:00 〜の二回を予定。
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OTHER PROGRAM

SIW の連動企画として、桜丘と公園通り 勤労者福祉会館（通称 きんぷく）

2 箇所の再開発工事現場の仮囲い壁面にアート作品が出現。Yu Nagaba、
Kenta Cobayashi、石川竜一、GUCCIMAZE らが展示。いつもの渋谷がアー

PUBLIC ART PROJECT

トギャラリーに！

孫の服を、実の祖父母に身に着けてもらい、
映える写真や映像作品にしてみたら―？

# まごふく ~ 孫の服で映えてみた ~

「＃まごふく」は、広告クリエーター・クドウナオヤと NHK の番組出演者ら

が一緒に、世代をつなぐ “ 新しい映え ” を提案するプロジェクト。今回のパ

ネル展では、プロジェクトの軌跡を紹介するとともに、選りすぐりの「＃ま

9/15（日）
11:30~21:00 会場 ： 渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール A
9/16（月・祝）12:00~20:00 会場 ： 渋谷ヒカリエ 8F 8/COURT

ごふく写真」を一挙公開。

会場内のブースでは様々な “ 渋谷の新しいお土産 ” に加え、ショッピング

また、渋谷ヒカリエ会場にご来場のみなさんには、SIW とコラボしたオリジ

お土産ブース & SIW x SHIBUKURO 無料配布

世界初 ! T シャツレコーディング
9/15( 日 ) - 22( 日 )

ナルの SHIBUKURO を先着限定で無料配布しました。

グラレコ（グラフィックレコーディング）

会場：渋谷ヒカリエ 8/COURT

9/15( 日 ) - 22( 日 )

会場：渋谷ヒカリエ ホール A, 8/COURT

"Z 世代 " からイノベーションを生み出す学生チーム「Innovation Team dot」

ヴィンテージ T シャツ専門のショップとして話題の anytee が SIW の各種カ
ンファレンスに参加、感じとった “New Rules” を T シャツで表現し展示。

が、注目のセッションの現場でグラレコを用いてリアルタイムレポート。

ユニークな 一点物のヴィンテージ T シャツも合わせて多数 販売しました。

渋 谷 の 玄 関 口 ス ク ラ ン ブ ル 交 差 点 に 面 す る SHIBUYA TSUTAYA 前 に て、
SIW と連動し、スーパースポーツゼビオが、折しも開幕したラグビー W 杯を

SHIBUYA TSUTAYA 前
販売ブース＆サンプリング施策
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盛り上げる販売ブースを展開。また、SIW 各会場でサンプリング配布された
「リ
ステリンウォータリータブレット」の街頭サンプリングも行われました。
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バッグを通じて渋谷区の社会課題解決とシティブランド向上につなげる

「SHIBUKURO」を販売。

渋谷駅前ハチ公広場

AD PERFORMANCE
広告実績
一部抜粋

渋谷駅前ハチ公広場「渋谷区民憲章ボード」や東急電鉄駅貼り広
告を始め、右記箇所 ( 主要箇所を記載 ) にて SIW 全体の広告露出
を実施。
交 通 利 用 者 の 多 い ハ チ 公 広 場 や 東 急 電 鉄 駅 で の 露 出 に 加 え、
SHIBUYA TSUTAYA をはじめとする渋谷センター街周辺を中心
に露出を実施。また渋谷道玄坂・街路灯のフラッグ広告の掲出も
行いました。
タブロイドは SIW 期間中中心に 3 万部発行し、各所に配置して企
業広告を露出。
それ以外にも各イベントコンテンツ会場にてバナーを展開。

場所

内容

掲出数

渋谷駅前ハチ公広場

渋谷区民憲章ボード／全面

1

東急電鉄駅貼り

東急線各駅構内／ B1 ポスター

80

渋谷センター街

各所でポスタージャック／ B1 ポスター

262

SHIBUYA TSUTAYA

B1 ポスター

18

渋谷区役所

B1 ポスター

15

渋谷区観光協会

B1 ポスター

9

各所

タブロイド

20,000

渋谷道玄坂

Q'S EYE

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

News Picks、VISM といったプラットフォームや、
SNS（Twitter、Facebook、Instagram）において、
登壇者紹介映像を用いた広告投稿を展開。

場所

内容

Q'S EYE

ティザー映像

みずほ銀行渋谷支店デジタルサイネージ

登壇者紹介映像 等

渋テレビジョン

登壇者紹介映像 等

公園通りデジタルサイネージ

登壇者紹介映像 等

内容

合計インプレッション数

デジタル広告投稿（登壇者紹介映像）

約 4,300,000

渋谷 MODI

東急代官山駅

みずほ銀行渋谷支店

TSUTAYA O-EAST

渋谷公園通り

タブロイド
3つの

2019

NETWORKING

お子さまがいる

コミュニティに興味がある

体を動かすのが好き

アートやカルチャーが好き

エコに取り組みたい

小学生のキミ！

人と関わるのが好き！

スポーツを見るのが好き

アートに触れたい！

ENV I RO NMENT

/

リサイクルに参加してあの映画で話題の「デロリア
ン」と記念撮影をしよう！
参加方法について詳しくは P7 をご覧ください。

の都市回遊型イベント！
今回渋谷の街中でフェス
があると聞いてやってきたんだ。
え？フェスじゃない？
いやいや、いろんな考え方のシャワー
を浴びれるフェスなんだ。たくさんの刺
激を受けて、 僕もより新しい自分に
なりたいなって、思って。
みんなで楽しもうねー。

ダヴィンチマスターズ

9/21（土）11:00~17:00
渋谷キャスト スペース・ガーデン ①

9/12（木）13:00~21:00 price-tag
渋谷区役所 15F スペース 428 ⑫

CO MMUNI T Y

SP O R T S

参道エリアのランドマークやイベント

A R T & CULTURE

スペースで、トークセッション、ワー
クショップ、ミートアップ、体 験イベ
ントなど、
各種プログラムが開催され、
『街や社会の未来はどうあるべきか？』
というお題について共に考えていく、
都市回遊型のイベントだ。とはいえ、

いまちづくりをみんなで考えていこう

9/21
（土）11:00 ~17:00
渋谷キャスト
スペース・ガーデン ①
渋 谷 区 子 育 てネウ ボ ラ
アンバサダー 若槻千夏
さんによる
「でっかい絵

お子さまのトイレトレーニングを応援！クマ

タンの “うんち体操 ”を覚えると、自然と毎
日のトイレがもっと楽しくなる！さらにパパ

〜拡張家族、家族留学という
新しい試みから〜

の宝庫にもなっている。参加するな
ら、その宝を手に入れ、自身の人生
をも好転させる勢いで挑んで欲しい。

けたい」「よりよい社会にしていきた

社会への疑問や不満を好奇心に変え

い」というすべての人に向けてひらか

て、未 来を明るく見つめる刺 激とパ

れている。

ワーを、ぜひ会場で体感してみよう！

LEARNING

EXPERIENCE

（金）
（金）

9/15 9/16
9/16 9/17
9/17 9/18
9/18 9/19
9/19 9/20
9/20 9/21
9/21 9/22
9/22
9/15

（土）
（土）

渋谷のリブランディング
〜世
渋谷のリブランディング
〜世
界の人々を惹きつける町へ〜
界の人々を惹きつける町へ〜

（日） （月・祝）
（月・祝） （火）
（火）
（日）

1

1

（水）
（水）

（木）
（木）

C

C

（金）
（金）

2

2
渋谷ヒカリエ
渋谷ヒカリエ

3

3
渋谷ストリーム
渋谷ストリーム

ホール
A A
ホール

（ピクセルアート）
」コンテスト＆フェスティバル。
ピクセルアートの体験ブースもご用意しています。

一緒に楽しく時間を過ごせる簡単
エクササイズを実施。

9/14
（土）10:00 ~17:00
渋谷キャスト ガーデン ①

©TOKYO VERDY

リサイクルに参加してあの映画で話題の

9/21
（土）�
第 一 部 10:00~ / 第 二 部 11:30~

「デロリアン」と記念撮影をしよう！
第一部 10:00~13:00（受付 9:45）
第二部 13:30~16:30（受付 13:15）

※「使用済みペットボトル（洗浄及びキャップ・
フィルムを除去したもの）
」または「古着」を
ご持参ください。

私なら
これに行く

最新技術を
耳から吸収
辛酸なめ子
漫画家・コラムニスト。
埼玉出身で東京育ち。
雑誌や新聞、web な
どに寄稿。

辛酸なめ子

“ 普通じゃない ” って
可能性論

ルールメイキング思考

倉持智行氏
ライブペイント

堀米雄斗
プロスケーター
今年 SLS、Xゲー

ムと、世界大会
を連勝中。XFL AG

所属。

前回の NEXT
GENER A T IO NS
では、デモン
ストレーショ
ンをさせて

5 IBUY
SHIA
BUY
A TSUT
SH
TSUT
AYA AYA

6

6
渋谷区文化総合センター大和田
渋谷区文化総合センター大和田

7

7 渋谷ビル
NT 渋谷ビル
NT

8

8
國學院大学
國學院大学

9

9
国際連合大学
国際連合大学

10

10 朝日新聞社メディアラボ
朝日新聞社メディアラボ

渋谷分室
渋谷分室

11 EDGEof
EDGEof

2F 2F

11

12

12 渋谷区役所
渋谷区役所

13

13AZN
DA
D
CIZN
RCCI
LERCLE

14

SHIBUYA TSUTAYA ×パラリンアート

「SHIBUKURO EXHIBITION」

9/14
（土）
~9/22
（日）
10:00 ~26:00
義手の画家・倉持智行氏によるライブ制作を行います  SHIBUYA TSUTAYA ⑤

VR や A R はよく聞きますが 音
声 A Rとは一体……?
未知の感覚が得られそうな
イベントです。視覚なしで
現実が拡張するのでしょう
か。個人的には最近 PC や
スマホの見 過ぎで目が
疲れているので、聴
覚だけというのは
ありがたいです。

4
café
at Bosch
café
18861886
at Bosch

5

多様 性？新しい 家 族 の
在り方？口で言うの
は容 易い。でも実
際に新しい家族
を作って生活し
ている人 達はど
ういう生活をして
いるんだ？今までの
「当たり前」と何が違

手塚マキ

インフォメーション

リス講座「渋谷から
渋谷区アイ渋谷区アイ
リス講座「渋谷から
ガラスの壁を壊そう
！ スポーツと
ガラスの壁を壊そう
！ スポーツと
ジェンダーの平等」
ジェンダーの平等」

6

6

7

15F Space428
15F Space428

12
13

14 代々木公園
代々木公園

14

15

15 suba
suba
CO CO

16

16 東急プラザ表参道原宿
東急プラザ表参道原宿

6F おもはらの森
6F おもはらの森

17

17 表参道ヒルズ
表参道ヒルズ

スペース
スペース
オーオー

18

18 善光寺
善光寺

15
16
17
18

表参道店

倉持智行氏
ライブペイント
倉持智行氏
ライブペイント

片山ま
す江 川添高志
片山ます江
川添高志

みんなとわたしにちょっといいもの。
みんなとわたしにちょっといいもの。
街角のソーシャルグッ
ド展 -&SDGs
街角のソーシャルグッ
ド展 - SDGs
Me - & Me -

#まごふく
〜孫の服で映えてみた〜

〜ストリートをアップデートせよ〜
頂きました。会場の皆さんにもとても
盛り上がってもらうことができて、楽しい
思い出です。まさに渋谷のド真ん中、
というロケーションで、実力のある
若いスケーターたちが集まるコ
ンテストはそうそうにないの
で、みなさんにもぜひ足を
運んでもらいたいですね。

堀米雄斗

7

8

9/15
（日）11:30~21:00 渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール A
9/16
（月・祝）12:00~20:00 渋谷ヒカリエ 8F 8/COURT
孫の服を、実の祖父母に身に着けて
もらい、映える写真や映像作品にして
みたら―？
「＃まごふく」は、広告クリエーター・
クドウナオヤと NHKの番組出演者
らが一緒に、世代をつなぐ “ 新しい
映え ”を提案するプロジェクト。今
回のパネル展では、プロジェクトの
軌跡を紹介するとともに、選りすぐ
りの
「＃まごふく写真」を一挙公開。

映える写真で
じいちゃんばあちゃんを発見
# まごふく に行ってほしい

[ 写真左から ] もりもりもと
（dr.cho）
こやまたくや (gt.vo) しばたありぼぼ
（ba.vo）

自分のおばあちゃんにライブ衣装を着てもらったら
案外イケてました。#まごふく です。

写真があんまり良いもんで 勢いで MVも作り
ました。#ババ T です。
初めて持つ楽器もまんざらじゃない、
どころかノリノリ。
目を離したら、ちょっと飛ん
でました。

Friendly
BicycleBicycle
Friendly
な未来に向けて
な未来に向けて

ヤバイT シャツ屋さん

ばあちゃん、ありがと。

他にもめちゃくちゃ素敵な #まごふく
作品を展示してます。ええ企画や。

は、アプリ内で
「渋谷区」チャンネルを
プリをインストールしてください。

中小企業経営における
「SDGs のリスクとチャンス」を
事例を交えてご説明します。

9/19
（木）
~9/22
（日）
13:00 ~18:00
 subaCO ⑮

ASHOK Aイノベーショントーク
片山ます江 川添高志

LGBTQ 等のセクシュアル・マ
イノリティに関するポジティ
ブな情報発信を行う。期間
限定のホスピタリティ施設。

9/21
（土）13:30 ~15:00
國學院大学 ⑧

すし、そのイベントに向けて、区民の皆さんからも色々
な提案があったり、そこから自走する企画が生まれた
り、そんな風に広がっていったら面白いね、ということ

で。まずは
『ダイブ ダイバーシティ サミット シブヤ』と
いう、都市型サミットを開催したんです。

よね。みなさん、このイベントめがけて半年前からチ
ケット取ったり、ホテルをとったり、ちょっと出遅れる

9/16
（月・祝）
~9/22
（日）

渋谷 5Gエンタメ
テック会議

Italian Startup
Night Pitch Event

10:00 ~22:00
EDGEof 2F ⑪
「この出会いが未来をつくる。」挑戦
する女性のコミュニティ『meeTalk』
が女性起業家やクリエイターなど実
践者によるトークセッションやワー
クショップを毎日開催。

9/12
（木）13:00 ~14:00
渋谷ストリーム ホール ③

9/11
（水）18:00 ~22:00 �
EDGEof 2F ⑪

イタリアのスタートアップ支援プログラム
「Global
Start Up Program」にて、日本進出を検討して
いる 8 社のピッチイベント。

白濱イズミ /
ラブリ

デザイン経営の実践
〜なぜ今、
「デザイン」なのか？〜

くっきー！さん
（野性爆弾）、小 橋
賢児さん、KDDI がエンタメ× 5G
で渋谷の街をより面白くする未来
の渋谷について語りあうイベント。

SOCIAL INNOVATION × 災害仮設住宅ワークショップで
今から整えておく
東京に住んでいる人は、震災に対してどこか非現実的

に思っている人が多く、あまり
焦らないように感じます。
デパートから災害のもの
が一時的に消え、災害が
少し流行のような感じで
終わり消費されていく。そ
の時だけ焦り、また東京の
街が普通に戻るように感
じます。何かが起きない
と気づかないこと、起きて
からでは全てが 遅い。仮
設住宅の知識を入れて、
から整えておかないと。

白濱イズミ/ラブリ
ラブリとしてメディアで活動中。
詩や朗読、執 筆、音楽、など形
に捉われずに様々な展示方法
を使いながら言葉の活動
もしている。

9/18
（水）19:30 ~21:30 EDGEof 2F ⑪
私たちは経営に、デザインをどのように取り込んでいけ
ばよいのでしょうか。デザイン経営の実践について会
場と考えます。

今

また、期間中にはトークイベントも。

自国初開催となる世界的な大会を
直前に控える中、東京の中心・シブ
ヤからラグビー機運を盛り上げ、多
くの人々に “ ラグビーの楽しさ ”を
知ってもらうイベントです！

たった 30 分でわかる
お金の働かせ方講座
9/17
（火）18:00 ~19:30
渋谷キャスト スペース ①
「年金不足問題」が話題の今だから
こそ気になるお金の働かせ方を人
気ファイナンシャルプランナーに教
えてもらおう！

変化することがあると信じて
います。

以前「人生相談を聞く予約制の
古着屋」を開催したことがあった
のですが、相談された内容の殆ど
のニュアンスは「認められたい、見
つけてほしい」でした。
世の中に転がっている
小さな承認欲求でさえ

清水文太

清水文太
アーティスト・クリエイター。広告・
ブランドのスタイリング、
ADから執筆・音楽活動
まで幅広く手掛ける。

3

SIW 各会場で スクープの
無料券を配布 *
ココナッツアイスクリームで、
ココロもカラダもリラックスしませんか？

東 急プラザ 渋 谷

だけれど、もっと街の空気作りみたいな部分、これがな
かなか難しい！ だから、そういったことに長けた人たち
が、自分たちのスキルを活かして、面白みを持って参加

令和という新たな未来を切り開く
NEW RULES. 〜新しい価値観〜

様々なシェアサービスの展示、体験
コーナーを設置。

NO SIDE DAYS, SHIBUYA
9/16
（月・祝）10:00 ~15:00
渋谷ストリーム前 金王橋広場 ③

第 16 回ダヴィンチマスターズが気になりました
も潰してしまうのが今の社会
SNSに流れている誹謗中傷は
な気がしています。
ʻ 心のゆとり ʼがないから
その流れで自己肯定感も消
えていく。ここをきっかけに
起こることだと思います

OTHER EVENTS &
INFORMATION

リエイティブに変えていきたいっていうのは、みんなが
願っていることだと思うんですよね。政治や行政でいう
と、条例や法律を作ったりすることが大きな仕事の 1つ

してくれていることは、非常にありがたいですよね。

アサービスで体験！

世界最先端のソーシャル・イノ
ヴェーターとして認知されている
二人が、新しい時代のニーズと
対策を語る。



ハワイのマウイ島の自然の恵みから生まれた、ココナッツグレン。

12月 開業

オーガニックココナッツクリームベースの手作りアイスクリームは、
無添加で非乳製品なのに濃厚な味わい。
お店はキャットストリートの裏にあります。どうぞお立ち寄りください。
東京都渋谷区神宮前 5-11-7
* 各会場で 1 名様に付き 1 枚までの配布、なくなり次第終了します。
また一部会場では配布していない場合があります。

長田 ：今年は
「NEW RULES. 〜新しい価値観〜」という

コンセプトをひっさげて、さらに参加枠の幅も広げてい
ます。このコンセプトは、共同プロデューサーの金山さ
んと一緒に考えたんですけど、時代が令和に変わった
ということが 1 番大きい点で、今まで当たり前のように

ニューバランス原宿
「3Dスキャン」足型計測 実施中 !
360 度あなたの足を無料で計測します。
足の形状は、長さ、幅、土踏まずの高さなど、
人それぞれ異なります。

環境の問題に、

自分の足を知ることが、フィットしたシューズを
選ぶコツ。店頭にぜひお越しください。

一人で向き合うことは難しい。

[ニューバランス原宿 ]
東京都渋谷区神宮前 4-32-16
営業時間：11:00~20:00

「街」という規模でだからこそ、
変えられることがある。

【S I W 特設 3D スキャン体験ブース】

SHIBUYA CA ST.-G A RDEN

9/17
（火）
~9/19
（木）

『SHIBUKURO』SIW にて販売！

9/15 - 22

渋谷ヒカリエ 会場内

9/20 - 21

渋谷キャスト 会場内

主催 SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 実行委員会

共催

SIWの総合プロデューサーであり渋谷未来デザイン 事務局次長の
長田新子が 長谷部健 渋谷区長 を招き、今年のコンセプト
「NEW

明

RULES. 〜新しい価値観〜」と、SIWと渋谷区の共通のテーマであ

治

通
り

る
「多様性」について熱いクロストークを繰り広げます！

8 國學院大学
やってきたこと、取り組んできたこと、それに対する
価値というのが、ここ 10 年くらいでも、どんどん変

わってきていると思うんです。だから、改めてこれか
らの「常識」について、みんなで考えてみたくて。
長谷部：今年のこのコンセプトを最初に聞いたとき、
すごくいいなぁって素直に思ったんです。気づきを与

えたり、新しいことがそこから始まったりするのが、
SI W ですからね。僕も金山さんと、
「常識が変わる」

渋谷キャスト

LINEスタンプ
「SHIBUYA ♡ HACHI」
渋谷区のシンボル、忠犬ハチ公像のキャラク
ター「SHIBUYA ♡ HACHI」の LINE スタンプ
が第 2 弾が登場！LINEスタンプを通じて社会
貢献を始めませんか。収益の
一部は、渋谷の未来のための
活動に役立てます。
9月 11日新発売！
10

49

東京都渋谷区宇田川町 1-1

渋谷ヒカリエ

東京都渋谷区渋谷 2-21-1

DAZN CIRCLE

渋谷区松濤 1-5-3 オクシブビル 1F

渋谷ストリーム

東京都渋谷区渋谷 3-21-3

代々木公園

東京都渋谷区代々木神園町 2-1

café 1886 at Bosch

東京都渋谷区渋谷 3-6-7

subaCO

東京都渋谷区神宮前 6-31-21

SHIBUYA TSUTAYA

東京都渋谷区宇田川町 21-6

東急プラザ表参道原宿

東京都渋谷区神宮前 4-30-3

東京都渋谷区桜丘町 23-21

NT渋谷ビル

東京都渋谷区桜丘町 25-18

國學院大学

東京都渋谷区東 4-10-28

国際連合大学

東京都渋谷区神宮前 5-53-70

朝日新聞社メディアラボ渋谷分室

東京都渋谷区神宮前 6-19-21
BCG 神宮前 PROPERTY 4F

EDGEof
9

渋谷区役所

東京都渋谷区渋谷 1-23-21

渋谷区文化総合センター大和田

東京都渋谷区神南 1-11-3

特別協賛

ゴールドパートナー

4 café 1886 at Bosch
3 渋谷ストリーム

おもはらおもはら
やさいの森マルシェ
やさいの森マルシェ

煩悩 煩悩
#BornNow
#BornNow
2019 2019

検索。これからの方は QRコードからア

9/17
（火）13:30 ~15:30 �
渋谷区役所 15F スペース 428 ⑫

PRIDE HOUSE

DISCOVER
@EDGEof
with meeTalk

6

シブヤの街の楽しみ方を様々なシェ

社会的テーマでトークイベントを行ってきたクラウド
ガバメントラボのメンバーと一緒に、
行動のための “レ
シピ ”を共同創造していく体験型のトークイベント。

中小企業向け経営イノベーションセミナー：

「SDGsをビジネスに活かす！」

長谷部：ない、ない！ ギフトショーとかトイショーと
かはあるけれど、そういったものとはまたちょっと違う
からね。今あるこの街の課題を、イノベーティブに、ク

り
通

PRIDE HOUSE
PRIDE HOUSE

17

18

すでに SmartNewsアプリをお持ちの方

けて、街全体でまとまったイベントにしたらどうかな？
って金山さんと一緒に話していたのがきっかけでした。
例えば、京都だと
「秋の京都」のように、観光のハイシー

た
（サウス・バイ・サウスウエストのような）イベントって、
今の日本には。

2 渋谷ヒカリエ

渋谷駅
7 NT渋谷ビル

90s HIP90s
HOPHIP HOP
音声 AR
「見ないからこ
音声 AR
「見ないからこ
そ見える そ見える
色」
と
「音だけの怪物」 EXPERIEN
色」
と
「音だけの怪物」
EXPER
CE IENCE

会期中、イベントレポートを
随時アップデート！
SmartNews「渋谷区」チャ
ンネルで公開。

長谷部：そうです。秋に渋谷中で本当に色々なイベン
トをやっているから、
「学びの秋」みたいにテーマを設

山

246号
国道
6 渋谷区文化総合センター大和田

限定デザインのトートバッグの原画展示と販売を行います。

NEXT GENERATIONS

長谷部：ひとつの野望として、ね
（笑）
。
長田：そう、
野望
（笑）！ だって、
ないですよね？ ああいっ

長田：SI W は、2017 年に開催されていた、
『ダイブ ダイ

ジャパン入社。2010 年から 7 年半マーケティ
ング本部長として活躍した後、独立。
現在は 2018 年 4 月に設立された一般社団法

フィールド
ミュージアム
フィールド
ミュージアム
渋谷 2019
渋谷 2019

15

クリエイター。

もいずれ日本の中で、そういう位置付けになったらいい
な、って考えています。

世界中から人が押し寄せる
人気イベントにしたいという
〝野望〟

バーシティ サミット シブヤ』
（※ 1）をさらに進化させ
た形で、昨年誕生しましたが、元々この企画を考えたの
は、区長と金山
（SI W 総合プロデューサーの金山淳吾）
さんだったんですよね？

長田：SI W のイメージとして、
『サウス・バイ・サウスウ
エスト』
（※ 2）の話を伺ったとき、衝撃を受けたんです

長田 新子

代表。
F0/F1 層を 得 意と
したブランド・企画

辻愛沙子

5
とホテルが満室で予約もできなかったりしていて、これ
はすごいな！ と。あと、出展する企業や個人が、
「自
分はこういうことを話すんだ〜！」という明確な意思を
持って参加しているところも素晴らしいですよね。SI W

ズンがあるじゃないですか。渋谷にもそういうものが
あってもいいのかなぁって。「渋谷といえばコレ！」とい
う代名詞が増えることは、行政にとってもありがたいで

外資系通信会社にて、営業、マーケティング及
び広報責任者を経て、2007 年にレッドブル・

株式会社カラス
クリエイティブディレ
クター Ladyknows

9 国際連合大学

青

b DJ Bar 東間屋

Aノ
SHOK
Aョ
イン
ノトー
ベーク
ショントーク
ASHOK Aイ
ベーシ

DISC@EDGEof
OVER @EDGEof
with meeTalk
DISCOVER
with meeTalk

16

「10 代から見える世界」、
大変気になりました…!!!

辻 愛沙子

人渋谷未来デザインの理事・事務局次長であ
り、NEW KIDS の代表。

1 渋谷キャスト

11 EDGEof

c eplus LIVING ROOM
CAFÉ & DINING

中小企業向け SOCIA L INNOV
中小企業向け
SOCIA
INNOV
ATLION
× ATION ×
渋谷区
100 人カイギ
渋谷区 100
人カイギ
経営インセミナー：
ノベーションセミナー：
経営イノベーショ
プロアスリートの
プロアスリートの
Vol,19
with SIW
SI W
「ＳＤＧｓをビジネスに活かす
！」
「ＳＤＧｓをビジネスに活かす
！」
New Challenge Vol,19 with
New Challenge

12

18 善光寺

9/18
（水）18:00 ~20:00 �
渋谷キャスト スペース ①

第一部ではスポーツ選手の新たな働き方についての
パネルトーク、第二部では「失敗」することの本質を
学び、次に生かしていくワークショップを実施。

神宮通公園

コミュニティは参加する
コミュニティは参加する
から、主催する時代に。
から、主催する時代に。

13
14

区議を務めた。2015年から渋谷区長に就任し、
現在 2 期目。

10 朝日新聞社メディアラボ渋谷分室

5 SHIBUYA TSUTAYA 

7

9

11

長 谷 部 健

立。原宿・表参道を中心にゴミのポイ捨て対策
プロモーション活動を開始。同年 4 月、渋谷
区議会議員選挙でトップ当選を果たし、計 3 期

16 東急プラザ表参道原宿 おもはらの森

17 表参道ヒルズ

個が 輝く時代となり、そんな時代に
突如現れた YOSHI さんが、世代を超
えて世界をどのように見ているのか。
進んでいく未来と変わっていくべき過
去を彼の目線で聞けたら非常に面
白い。20 代の私もまた違った
目線で世界を見ているので、新
しい世代のフィルターから今の
世界がどのように映っているの
かを重ねたい！

INTERVIEW
ゴミ問題に関する NPO 法人 green birdを設

a COCONUT GLENʼS

※入場には「trialog summit」のチケット、また
は「D I VE D I VERS I TY SESS IO N 通し券」が必要で
す。「通し券」で入場のお客様は席に限りがござ
います。

渋谷のラーメン居酒屋「ももまる」は、
現在、名古屋と東京の 2 店舗だけど、
もし、この「アドレスホッピング」を
飲食店営業に取り入れて、日本中、世界
中を旅しながら「ももまる」
を広められたら…!? 移動
することで存在価値や知
名 度を拡 散していける
「アドレスホッピング」に
ついて、生で詳しく聞い
てみたいもも！

レディーモモ

予約の取れない

ラーメン居酒屋
「ももまる」店主。

表参道駅

13 DAZN CIRCLE

リス講座「渋谷から
渋谷区アイ渋谷区アイ
リス講座「渋谷から
ガラスの壁を壊そう
！ スポーツと
ガラスの壁を壊そう
！ スポーツと
ジェンダーの平等」
ジェンダーの平等」

8

10

昨年の SIW 参加者の中から、その後も継続し
「ACTION」へと推し進めたプロ
て
「THINK」を
ジェクトを表彰する
「SHIBUYA SOCIAL ACTION
AWARD」
。受賞者とその活動内容を発表します。

 渋谷ヒカリエ 8/COURT & ホール
ヴィンテージ Tシャツ専門のショップとして話
題の anyteeが SIWの各種カンファレンスに参
加、感じとった The New Rulesを Tシャツで表
現し展示するスペースが登場。ユニークな一点
物のヴィンテージ Tシャツも合わせて多数販売
します。

なつかしの 90年代ヒップホップに、
もういちど出会い、ふれる。

9/17
（木）
~9/22
（日）
10:00 ~17:00
渋谷キャスト ガーデン ①

9/18
（水）18:00 ~20:30
渋谷区役所 15F スペース 428 ⑫

善光寺 ⑱

9/16
（月・祝）13:00 ~15:00 �
朝日新聞社メディアラボ 渋谷分室 ⑩

9/15（日）19:30 ~21:00

9/16
（月・祝）11:00 ~18:00
表参道ヒルズ スペースオー ⑰

Play! Share Shibuya
Station

渋谷を中心にソーシャルグッ
ドな活動に取り組むゲスト
と、
「これからの社会」につ
いて考えます。

「まち」に関わって動かしていくということを参加者と共に
共有し、これからのまちのルールを作っていきます。

渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール A ②
長谷部健、小泉秀樹

90s
HIP HOP
EXPERIENCE

ソーシャルイノベーションを
考えよう

9/19
（木）

音 楽 でお 寺と地 域、クリエイティブな 若 者をつなぐ、
HIPHOPフェスティバル。アーティストによるライブ、地元
商店街とのコラボ企画等で渋谷の夜のお寺を彩ります。

“ 世界初 !
Tシャツレコーディング ”

9/19
（木）19:00 ~21:00 �

渋谷区役所 15F スペース 428 ⑫
街で働く 100人を起点につなげる
「渋谷区 100人
カイギ」
。
「渋谷区ではたらく 100人の話」から、渋
谷のまちで
「つながり」を作ろう。

災害時にすぐに、そして大量に必要になる
「仮設住
宅」にフォーカスを当てて、ソーシャルイノベーション
を考える。

SOCIAL INNOVATION×
プロアスリートの
New Challenge
9/15
（日）14:00 ~21:00 �

※ DDSチケット購入者は入場無料

渋谷区100人カイギ
Vol.19 with SIW

19:00 ~21:30 �
café 1886 at Bosch ④

〜 100人カイギ開催者が教える、
ゆるいコミュニティの始め方〜

blkswn publishers の若 林恵とソニーが 仕
掛ける、“ 三者対話 ”を通して考えるプラット
フォーム。
「What is the future you really
want?（ほんとうに欲しい未来はなにか？）」
を合 言 葉とし、次 世 代のクリエイティブな
生き方について考えます。

ジェンダーやセクシュアリティにかか
わらず、互いに尊重しあい、
生き生きと
暮らせる社会へ。

トークイベント 革命のレシピ

green drinks
Shibuya

コミュニティは参加するから、
主催する時代に。

渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール B ②

表参

CITY TOKYO
SOMECITYSOME
TOKYO
A LLSTA R 2019
A LLSTA R 2019

9

レディーモモ
ピンクの妖精。
渋谷で最も

自転 車がもっと社 会に貢 献できる
ことをディスカッションするワーク
ショップ。今年のテーマは未来。

9/16
（月・祝）
~9/19
（木）
11:00 ~18:00
 EDGEof ⑪

国 内 外 の Femtechプロダクト＆
サービス、約 30点のタッチアンドト
ライ /エキシビジョン、そして 19日
19 時からはトークイベントを開催！

#BornNow 2019

9/15
（日）13:00 ~20:00 �

博 報 堂 に て、
L AWSON、JT、TOWER RECORDS
などを担当した後、2002年に退社。
2003年 1月、

~ストリー
トをアッ
プデートせよ~
リートをアッ
プデー
トせよ~
NEXTAGENER
ATト
IONS
NEXT GENER
TIONS ~ス

8

える Smappa!Group 会長。
歌舞伎町商店街振興組合常

マークが

東京ヴェルディユニバー
東京ヴェルディユニバー
サルサッカークリニック
サルサッカークリニック

green drinks
green drinks
shibuya
shibuya
IBUYAAYA
TSUT
AYA× パラリンアート「SH
IBUKURO
IBITION」
× パラリンアート「SH
IBUKURO
EXHIBITEXH
ION」
SHIBUYASHTSUT

11

手塚 マキ
ホストクラブなど 10 数軒を構

Femtech Fes!

trialog summit

市橋正太郎さんの
「アドレスホッピングで
移動を価値に変える」
に興味津々まる！

スポットがあります。

国立代々木競技場

IDE DAYS,
NO SIDENO
DASYS,
A IBUYA
SHIBUYSH

5

10

齊藤祐也、西祐美子
BBOY KENTAR AW ( 白井健太
朗 )、松浦茂樹
19:15~21:00 8/COURT

渋谷区役所 15Fスペース 428 ⑫

煩悩

齋藤貴弘、水野祐
17:00~17:45 8/COURT

松田崇弥
13:15~14:00 8/COURT

SHIBUYA
SOCIAL
ACTION
AWARD

道

4

ストリートアートと
ストリートアートと
落書きの境界
落書きの境界

Meet-Up
「スポーツが引き出す
地域の可能性」

ついている場所には

12 渋谷区役所

5

ダヴィンチマスターズ
ダヴィンチマスターズ

北田静美、長田新子
18:15~19:00 8/COURT

うんだ？周りの目は？不便は？
いや、気にしているのは周
りだけ？生の声を聞いてみた
い。きっとそれは、僕らの新し
い生き方が見えて、凝り固まったク
ソみたいな価値観を壊してくれ
るかもしれない。

NHK放送センター

4

CIA LATINNOV
SOCIAL ISO
NNOV
ION ×ATION ×
渋谷区
SDGs 協会
渋谷区 SDGs
協会

-NoMaps × SIW-

を聞いてみたい

SESSION
SESSION

IBUYAAYA
TSUT
SHIBUYASHTSUT
× AYA×
パラリンアート
パラリンアート

talian Startup
ItalianIStartup
NightEvent
Pitch Event
Night Pitch

門川大作、長谷部健
野村恭彦
17:00~17:45 8/COURT

明治神宮前〈原宿〉駅

デザイン経営の実践
デザイン経営の実践

9/22
（日）11:00 ~
 SHIBUYA TSUTAYA ⑤

（※荒天中止）精巧な義手で描かれるエネルギッシュな
作品をお楽しみください。

4

京都×渋谷 持続可能な
まちづくり

9/12
（木）13:00 ~21:00 �

ゲームやトークイベント、ワーク
ショップを通して、
「SDGsとはなん
だろう？」を１からていねいに説明
します。

佐々木紀彦、夏野 剛
長谷部 健、間野義之
池田省治、小柳ルミ子
馬場浩史、平田正俊
金山淳吾
16:00~19:00 8/COURT

村田諒太
19:15~20:00 8/COURT

9/14
（土）
10:30 ~15:30 �
9/22
（日）
10:00~16:00 �
渋谷区文化総合センター大和田 ⑥

SOCIAL INNOVATION ×
災害仮設住宅ワークショップ
9/13
（金）17:00 ~20:00
渋谷キャスト スペース ①

9/17
（火）19:30 ~21:30
DA ZN CIRCLE ⑬

Meet-Up
「公園空間がつくる
新しい価値」

一歩踏み出す勇気

石川初
14:30~15:15 8/COURT

山崎満広
15:45~16:30 8/COURT

原宿駅

Femtech
Femtech
Fes! Fes!

�… 事前に参加申し込みが必要なプログラム

SHIBUYA TSUTAYA ×
パラリンアート

ストリートアートと単なる迷惑行
為である落書きの境界と、それ
ぞれの在り方について語ります。

3

金王橋広場
金王橋広場

ママとお子様が音楽に合わせて、

EXPERIENCE

9/14
（土）13:00 ~14:00
 NT 渋谷ビル ⑦

IVE D
IVERSITY
ITY
2DIVE DIDVERS

3

TORQUE
COURT
TORQUE
COURT

9/22
（日）14:45 ~15:15 �
渋谷キャスト スペース ①

9/15
（日）
~9/16
（月・祝）11:00 ~19:00
渋谷キャスト スペース・ガーデン ①

未来へつなげ！ CEチャレンジ !!

ストリートアートと
落書きの境界

2

さまざまな渋谷の
見つけ方

〜ポートランドで感じる未来の形〜

14 代々木公園

IVE D
IVERS
ITY
SESSION
DIVE DID
VERS
ITY
SESS
ION
コミ
ュコ
in SIW 2019
コミュコレ
! in
SIレ
W !2019

10 代から見える世界
YOSHI
18:15~19:00 8/COURT

吉村有司
13:15~14:00 8/COURT

青木昭夫
12:00~12:45 8/COURT

杉山文野、佐別当隆志
近藤早映、クドウナオヤ
大日方邦子
19:00~20:00 8/COURT

15 subaCO

trialogtrialog
summitsummit

渋谷 メ
5Gエンタ
メテック会議
渋谷 5Gエンタ
テック会議

都市における AI と
ビッグデータの可能性

SOCIAL INNOVATION ×
渋谷区 SDGs 協会

仲谷正史、高木朋
安田啓紀、坂本隆之
辻本顕、飯島隆人
14:30~15:15 8/COURT

世界で一番住みたい街をつくる

松田敦子、佐藤伸洋
15:45~16:30 8/COURT

任理事。JSA 認定ソムリエ。

SI W
cafe supported
CITY SHOP
SIW cafe
supported
by CITYby
SHOP

8/court
8/court
ホール
ホール

鴨下豊、立川麻理

藤田祐司、折茂彰弘
19:15~21:00 8/COURT
※別途有料チケットが必要
主催 :マーケターキャリア協会

9/ 19

（木）
「カルチャー」

近藤早映
15:45~16:30 8/COURT

巻き込む力で都市をつなぐ

都市環境のデザインを
情動から考える

中村亜由子
17:00~17:45 8/COURT

〜社会的かき混ぜのススメ〜

北極マラソンチャレンジ
からの学び

私も昨年登壇させていただきましたが、これ
ほどボーダレスに、多種多様なイノベーター
が渋谷に集うイベントはないと思います。
イノベーター達が見据えている未来、
新しい価値観を、体感することで、
皆さんの心にも、きっと新しい価値
観が生まれるのではないかと思い
ます。Dive Diversity Session
に、新しい価値観を発見しに
行きましょう。

主催：渋谷再開発協会

新デザインアート
ムーブメント

出岡美咲
18:15~19:00 8/COURT

木村知郎 、株式会社パルコ
ほか
13:15~14:00 8/COURT

梅崎健理
15:45~16:30 8/COURT

SDGsで変革する
地方行政の未来

インタラクティブセッション

& kids
フォトデザインブース
Baby &Baby
kids フォ
トデザインブース
withママ専用スクール
Famm ママ専用スクール
with Famm

未来へつなげ
!
未来へつなげ
!

稲荷橋広場
稲荷橋広場

渋谷を舞台に展開される、世界最大級の「Pixel Art

ください。 � … チケットの購入が必要なプログラム

がここにはある。

渋谷ママ体操
渋谷ママ体操

渋谷区子育てネウボラの紹介展示
渋谷区子育てネウボラの紹介展示

CE チャレンジ
!!
CE チャレンジ
!!

ホール
ホール
B B

※スケジュールは変更になる可能性があります。チケット情報など、最新の情報は SIW ウェブサイトをご確認

による、この日限りのスペシャルゲーム !
観る者を魅了する新しいバスケットボール

（日）
（日）

クマタンとクマタン
クマタンと
クマタン
うんち体操
うんち体操
うんちまつり
うんちまつり
井出由紀
井出由紀

PROJEC T PROJEC T

たった
30 分でわかる
たった 30
分でわかる
お金の働かせ方講座
お金の働かせ方講座

市橋正太郎、前田瑶介
14:30~15:15 8/COURT

4

ぷちぷち塗り絵
ぷちぷち塗り絵

自由にお絵描き、自分だけのぷち
ぷち塗り絵作品を完成させよう！

SHIBUYA PIXEL ART /
ピクセルアート企画展「現代の妖怪」 渋谷ママ体操

知 的 障がいのある方を対象とした
サッカークリニック。

9/22
（日）17:00 ~21:00
渋谷ストリーム前 稲荷橋広場 ③
国内最高峰・最大規模のストリートボール
リーグ SOMECITY を代表するボーラー達

（土）
（土）

この世界を信じるための
10 分
この世界を信じるための
10 分
トークイベント
トークイベント
UPD
ATE DO
CUMENTA RY
UPDATE DO
CUMENT
A RY

MOTHERHOUSE
MOTHERHOUSE
OLLEGE OLLEGE
「家族」について考え
る革命のレシピ
「家族」について考え
る
革命のレシピ

IXEL
SHIBUYSH
A PIBUY
IXELAAPRT
/ ART /
ピクセルアート企画展「現代の妖怪」
ピクセルアート企画展「現代の妖怪」

9/20（金）~9/22（ 日）
10:00 ~17:00
渋谷キャスト スペース ①

ママフォトグラファー達が、フォトブースにて素敵な
ファミリー写真を撮影します !

渋谷ストリーム 4F TORQUE
SPICE & HERB, TABLE & COURT ③

期間中、
スタンプラリー
も実施！☞

EYE VDJ。

アドレスホッピングで
移動を価値に変える

「商業施設にとっての
渋谷のこれから
（仮）」

市場の創り方、大企業内
ベンチャー経営の歩み

異なる価値との出会い

New Family
Dive Diversity Sessionに
新しい価値観を発見しに行きましょう 〜新しいかぞくの形〜

武藤将胤

コミュニケーションクリエイター /

活動するサークルを示す言葉としても使われている。

永谷亜矢子
13:15~14:00 8/COURT

越境する学び

「ダイバーシティ＆インク
ルージョンって何？」

小橋賢児、大木秀晃
金山淳吾 +Friends
19:30~21:00

ボーダレスに
イノベーターが集う、

一般社団法人 WITH ALS 代表

または、ネットワーク上における情報交換を目的とした

3

NETWORKING

（木）
（木）

セカンド ID
Iʼm not a creator

武藤 将胤

人々が同じ意識を持ってひとつの場所に集うこと。
グループのこと。最近は同じ趣味を持った者同士が

ル、有料プログラムのチケット情報
は、SIW ウェブサイトでご確認いた
だけます。

NNOV災害
ATION× 災害
SOCIA
SOCIA L INNOV
ATLIION×
仮設住宅ワークショップ
仮設住宅ワークショップ

ぷちぷち塗り絵

9/20
（金）
~9/22
（日）10:00~17:00
渋谷キャスト スペース ①

のスピンアウト企画！

9/21
（土）
~9/22
（日）10:00 ~16:30
渋谷ストリーム前 稲荷橋広場 ③

若年層 U-15( 中学生以下 ) に焦点を絞ったストリート
スポーツコンペティションや、ショーケース / 体験 /
スクールなどを実施するプロジェクト。

SOMECITY TOKYO
ALLSTAR 2019

の世界を信じるための 10 分」作品を上映します。

られ活かされている状態を指す。

久志尚太郎 ほか
18:00~19:00

公園通り

NEXT GENER ATIONS

9/19
（木）13:00 ~16:30
渋谷キャスト スペース ①

ぞれの経験や能力、考え方が認め

現場などでよく使われている。

子どもたちが植えた野菜を食べたり、
マイクロファー
ミングやハーバリストによるワークショップなど、都

東京ヴェルディ
ユニバーサルサッカー
クリニック

ストリートをアップデートせよ

次世代を担う映像のクリエイターら 6 人による、
「こ

ること。ビジネスにおいては、それ

つ言葉であり、ビジネスや医療の

エンターテイメントの
多様性と多層性

杉山文野
13:15~14:00 8/COURT

渋谷区子育て
ネウボラの紹介展示
ネウボラの紹介展示
クマタンと渋谷区子育て
クマタンと
よくかみよいから
だ
かみよいから
だ
うんちまつりよい歯でよくよい歯で
うんちまつり

9/12
（木）19:00 ~22:00 �

この世界を
信じるための 10 分
UPDATE DOCUMENTARY PROJECT

包括・包含。つまり、全体をまとめ

主に〝話し合い〟の意味合いを持

未来につながっていく、という意味合いが込められている。

プログラム詳細や最新スケジュー

スペース
スペース

渋谷ストリーム ホール ③

SKATEBOARD | BREAKIN' | DOUBLE DUTCH

同じ意識を持つ仲間の輪

まるっと一体化

「会議」
「相談」
「協議会」など、

その解決法をみんなで考えることによって、新しい可能性が生まれ、よりよい

New Family
〜新しいかぞくの形〜

鈴木直樹、坂井滋和
17:00~17:45 8/COURT

NEW STANDARD
SESSION

石山アンジュ
15:30~16:15 ヒカリエホールA

Play! Shibuya
Share Shibuya
Play! Share
StationStation

毎年夏にお届けしている “コミュニ
ティ界のサマソニ ”「コミュコレ！」

Street Sports U-15 Championships

歯を守るためにできることって？何
だろう？ワークショップ 作ってみよう

Community

Inclusion

Conference

意見のぶつけ合い

ることを、新たな切り口で解決して、明るい未来を築いていこう」ということ。
『SI W（ソーシャルイノベーションウィーク）
』には、現代社会の課題に目を向け、

市で楽しむ農的なコンテンツが盛りだくさん。

with Fammママ専用スクール

「歯ブラシ犬」
（各回先着順 10人）

子どもたちの「自己肯定感」
「共感
力」
「コミュニケーション力」を育む
ための体験イベント。

材を積極的に活用しようという考え方としても使われている。

ソーシャル（＝たくさんのものが入り交じった、社会的な）イノベーション（＝
新しい改革、予想不可能な楽しいこと）
、つまり、
「今、社会で問題になってい

いますので、いろんな人に遊びにきてもらって、なにかしら前に進む

東急プラザ表参道原宿 6F
おもはらの森 ⑯

Baby&Kids
フォトデザインブース
〜 Community Collection
SHIBUYA in SIW special 〜

「楽しく学んで、歯と口の
健康を守りましょう」
9/22
（日）11:00 ~17:00

ようとするマネジメントのこと。以前は、社会的マイノリティの就業機会拡大を意図して使われることが多かったが、現在は、多様な人

Social Innovation
社会の新しい改革

一般社団法人 渋谷未来デザイン 理事 兼 事務局次長

んから小さい子どもたちまで、幅広く楽しめるコンテンツを用意して

るひとつの芽が生まれて、育っていくことを願っています。

ガーデン
ガーデン

コミュコレ！in SIW 2019

視 覚 に 訴 え る VR/A R が フ ィ ー
チャーされる今、
音声のみでどこまで
心的に作用できるのか？

渋谷キャスト ガーデン ①

性別や人種の違いに限らず、年齢、性格、学歴、価値観などの多様性を受け入れ、広く人材を活用することで、社会的な生産性を高め

きっかけを掴んで欲しいな、と思っています。そこから、社会を変え

（水）
（水）

1
渋谷キャスト
渋谷キャスト

彩ります。

Diversity

多様性を受け入れてパワーアップ！

齊藤多可志
12:00~12:45 8/COURT

先端可視化技術と
古生物学

信頼のこれから。ひとと
社会の信頼を再定義する。

Old Meets New：
クリエイティブ・コミュニ
ティの創り方
Boris Verkhovsky、
James Tanabe
16:45~17:30
ヒカリエホール A

地元商店街とのコラボ企画等で渋谷の夜のお寺を

price-tag … チケットの購入が必要なプログラム
S I W でよく使われてる言葉について、
みんなにもわかりやすく教えるね！

「多様性」という S I W のコンセプト通り、おじいちゃんおばあちゃ

SCHEDULE
1

9/22
（日）9:00 ~12:00

9/17
（火）
~9/22
（日）
10:00 ~20:00
渋谷キャスト ガーデン ①

ポーツと地域の可能性について語ります。

一般社団法人 渋谷未来デザイン 理事

S I W。今年も、渋谷区にユニークなアイデアや好奇心、挑戦、実
験が大集合します。ユニークであるとは、つまり多様であるという

長田 新子

音楽でお寺と地域、クリエイティブな若者をつなぐ、
HIPHOPフェスティバル。アーティストによるライブ、

一般財団法人 渋谷区観光協会 代表理事

「多様な未来を考える」というグランドコンセプトでスタートした

こと。多様な価値観で新しい「あたりまえ」を生み出す個性やプロ
ジェクトに触れ、多様な未来の可能性を共有したいと思っています。

一日だけの「しぶやいきものミュージアム」をつくります。

9/15
（日）11:00 ~19:00
表参道ヒルズ スペースオー ⑰

9/14
（土）13:30 ~16:00 �
國學院大学 ⑧

ないトークや得られない貴重な情報

だ。もちろん、学生、社会人、老若男
女なども一切関係なく、「好奇心を満
たしたい」「なにか新しいことを見つ

代々木公園 ⑭

音声 AR
「見ないからこそ見える色」と
「音だけの怪物」

ダヴィンチマスターズ

振りをしているため、ここでしか聞け

どの国、どの都市からでも参加可能

験 / スクールなどを実施するプロジェクト。

9/15（日）
~9/16（月・祝）11:00~19:00
渋谷キャスト スペース・ガーデン ①

渋谷を舞台に展開される、世界最大級の「Pixel Art
（ピクセルアート）
」コンテスト＆フェスティバル。

身近にある自然を通して
「生きる」を感じるプロジェクト。
子どもたちと生物に精通したスペシャリスト達が、

渋谷区子育てネウボラは、子育てにかかわるすべての
人々がずっと寄り添い、つながれる場所です。

12:00~ / 13:00~ / 14:00~ / 15:00~
協力：ライオン株式会社

決められていない。渋谷区に限らず、

ラグビー元日本代表の齊藤祐也を始め、西祐美子、
BBOY KENTA R AW ( 白井健太朗 )、松浦茂樹がス

9/11 9/12
9/12 9/13
9/13 9/14
9/14
9/11

おもはら
やさいの森マルシェ

supported by

SIW cafe by CITYSHOP

流の場としてご利用ください。

〜よい歯でよくかみよいからだ〜

もらう。 それは、S I W の 根っこにあ

ママの便秘解消にも効果があるかも !?

9/17
（火）18:00 ~20:00 �
渋谷キャスト スペース ①

様々な SI W イベントコンテンツを
体験しながら飲食はもちろん、交

9/16
（月・祝）10:00 ~13:00 �

金山 淳吾

る見解や、個性豊かな意見を放って

たちには、
「 これまでに話したことの

フィールドミュージアム渋谷 2019

9/20
（金）~9/22
（日）11:00 ~17:00
渋谷キャスト スペース ①（22日はガーデン）

48

9/22
（日）15:45 ~16:15 �
渋谷キャスト スペース ①

MOTHERHOUSE COLLEGE
「家族」について考える

本の読み聞かせ・ワー
「家族」というテーマに向き合い、新
クショップ」は 11:00 〜、
しい挑戦をしているゲストをお呼び
14:00 〜の二回を予定。
して議論します。

立場から、今抱えている問題に対す

トにつながっている。また、登壇者
ない話をしてください」という、無茶

若年層 U-15( 中学生以下 ) に焦点を絞ったストリー
トスポーツコンペティションや、ショーケース / 体

9/15（日）14:00~21:00 price-tag
善光寺 ⑱ ※ DDSチケット購入者は入場無料

MAP

クマタンと
うんちまつり

渋谷区子育て
ネウボラの
紹介展示

2

クマタン うんち体操
井出由起

コメント

ジャンルでゲストを招き、それぞれの

るキーワード「多様性」にもダイレク

というもの。参加対象者の枠も特に

9/21（土）
~9/22（日）10:00~16:30
渋谷ストリーム前 稲荷橋広場 ③

9/17（火）19:15~21:00 �
渋谷ヒカリエ 8F 8/COURT ②

煩悩 #BornNow 2019

SHIBUYA PIXEL ART /
ピクセルアート企画展
「現代の妖怪」

Dive Diversity Session Meet-Up
「スポーツが引き出す地域の可能性」

佐別当隆志
12:00~12:45 8/COURT

MCA Meet Up #02
「多様化するマーケター
のキャリア」

Bicycle Friendlyな
未来に向けて

世代を超える
“ニュー・アナログ ”

泉山塁威、大西陽介
宇留間範昭、後藤太一
12:00~13:00 8/COURT

9/13
（金）12:30 ~14:30 渋谷キャスト スペース ①
これからの渋谷はどう在るべきなのか？どのように渋谷というブランドを作
り、世界に発信していけばよいのか？その過程に市民としてどのように関
わっていけば良いのか？について、ご来場の皆様と議論します。

※スケジュールは変更になる可能性があります。チケット情報など、
最新の情報は SIW ウェブサイトをご確認ください。
��… チケットの購入が必要なプログラム �… 事前に参加申し込みが必要なプログラム

私なら
これに行く

しい壁を壊し、ひらけた居心地の良

遠山正道、太下義之
寄本健、坂口元那
16:00~17:00

〜多拠点居住の暮らし方〜

宝探し体験から街の
新たな魅力を発見する

松本翔、上田唯人
早野忠昭、鈴木健
12:00~13:00 8/COURT

鈴木康広
14:30~15:15 8/COURT

大都市の公共空間の
可能性

今田素子
18:15~19:00 8/COURT

移動型社会の未来

Lauren Rose Kocher
12:00~12:45 8/COURT

アートとデザインの境界

撮影：中川正子

9/ 20

多様性がイノベーション
を加速させる

都市にアジャストする
スポーツの在り方

ハヤカワ五味
13:15~14:00 8/COURT

（金）
「都市の革新」

三浦崇宏
17:00~17:45 8/COURT

（火）
「地域の未来」

岩本悠
14:30~15:15 8/COURT

石井宏司、大金直樹 ほか
19:15~20:15 8/COURT

「競争」の戦略から
「変化」の戦略へ。

エンタメ業界の
デジタル革命の最前線

〜世界の人々を惹きつける町へ〜

NETWORKING

9/ 22

“ 生理 ”と
女性の社会進出

Meet-Up
「街とスポーツのミライ」

岸紅子
15:45~16:30 8/COURT

9/17

（月・祝）

木村弘毅
18:15~19:00 8/COURT

食べるダイバーシティ

私なら
これに行く

これまでの常識をどんどん疑い、息苦

SI W プロデューサー

武邑光裕
13:00~13:45 ヒカリエホールA

私なら
これに行く

堅苦しく考える必要はない。むしろ、

ふさわしい 新 常 識を開 拓するべく、
トークセッションでは、子 育て、教

アートで渋谷を
アップデートする

藤原和博
14:15~15:00 ヒカリエホール A

NEXT GENERATIONS
ストリートをアップデートせよ

育、LGBTQ、スポーツなど、幅 広 い

都市と農村と私。
〜パラレルライフ・イ
ズ・ビューティフル〜
井本喜久 ほか
12:00-14:00 / フリーランチ
限定 100 食 ※先着順
12:30-13:00 /ト ー ク セ ッ
ション

社会彫刻：
ベルリンからの未来

AI 時代、子供に何を
学ばせるか？

SKATEBOARD | BREAKIN' | DOUBLE DUTCH

第 2 回にあたる今回のテーマは、

縛られず、令 和という新しい時 代に

セカンド ID I'm not a Creator

村井純
11:50~12:35 ヒカリエホールA

『NEW RULES. 〜 新しい 価 値 観 〜』。
今まで当たり前とされていたことに

「多様性」

12:00~20:00  8/COURT

インターネット文明と
渋谷革命

Street Sports U-15 Championships

もっとこの 街を知り、よりよく活
を 詰 め 込 ん で 誕 生 し た、
「S OCIA L

小橋賢児
18:00~18:45 ヒカリエホールA

9/ 15

している “コミュニティ界のサマソニ ”「コミュコレ！」

のスピンアウト企画が登場！

用してもらうために、多様なテーマ
I NN O VAT IO N WEEK SH I BUYA（ソ ー

（日）

9/ 21

（土）
（日）
「アントレプレナーシップ」「渋谷の未来」

技術とデザインが拓く
未来のコミュニケーション

松井智則
14:30~15:15 8/COURT

~9/ 22

（日）

9/16

〜本当の自分の出会い方〜

（日）
「キーノート」

「コミュニティ」に興味がある皆さんに毎年夏にお届け

のいま」を考えます。

〜新しい価値観〜

ための体験イベント。

9/12（木）19:00~22:00 price-tag
渋谷ストリーム ホール ③

9/17（火）18:00~20:00 price-tag
渋谷キャスト スペース ①

NEW RULES.

プログラムを通して、子どもたちの「自己肯定
感」
「共感力」
「コミュニケーション力」を育む

コミュコレ！ in SIW 2019
〜 Community Collection SHIBUYA
in SIW special 〜

MOTHERHOUSE COLLEGE
「家族」について考える〜拡張家族、
家族留学という新しい試みから〜

セカンド ID

D I VE D I VERS I TY SESS IO N
は参加にチケットが必要な
プログラムです。
チケットは SIW ウェブサイト
でご購入いただけます。
最 新 の プ ロ グ ラム スケ
ジュールもウェブサイトにて
ご覧いただけます。

9/14（土）13:30~16:00 price-tag
國學院大学 ⑧

渋谷区子育てネウボラアンバサダー 若槻千夏さんに
よる
「でっかい絵本の読み聞かせ・ワークショップ」
は 11:00 〜、14:00 〜の二回を予定。

イベントや WS を通じて
「SDGsとはなんだろう？」
を１からていねいに説明します。

齊藤耕太郎
17:00~17:45 8/COURT

渋谷区アイリス講座
「渋谷からガラスの壁を壊そう！
スポーツとジェンダーの平等」

渋谷の
リブランディング

9/21
（土）
~9/22
（日）
10:00 ~16:00
国際連合大学 ⑨

女性目線でダイバーシティの推進に
取り組むプロジェクト
『M A SHING UP
（マッシングアップ）
』が国連大学
（渋
谷区）にて開催する、消費者、生産者
とともに SDGsを考えるイベント。

小笠啓輝、茂木明日香
18:15~20:00 8/COURT

それは、誰の価値観か？

佐藤夏生
13:15~14:00 8/COURT

みんなとわたしにちょっといいもの。
ソーシャルグッド展 -SDGs & Me-

田村一真、北原成憲
山羽真梨那、村田諒太
20:00~21:00 8/COURT

山崎満広、若林恵
後藤太一、佐々木宏幸
金山淳吾
〈明治大学大学院生によるプレゼン〉

12:00~12:45 8/COURT

渋谷ヒカリエ 8/COURT 、9F ヒカリエホール A ②

クマタンとうんちまつり

SOCIAL INNOVATION
×渋谷区 SDGs 協会

15:45~16:30 8/COURT

Meet-Up
「学生だからできること
〜令和の起業家精神〜」

渋谷の未来を語る
〜都市の成熟について〜

世界をちょっと SLOWに
栗栖良依

須藤シンジ

ファッションの可能性

LEARNING 9 15

KIDS

家族という、それぞれの時代の価値観の変遷に強く影響
を受けてきた身近なテーマに光を当てることで、
「私たち

ヤ）」（略 称、S I W）。渋 谷・原 宿・ 表

子どもから大人まで誰もが好奇心を刺激
されるプログラムを渋谷〜表参道エリア
のオープンスペース等で展開。

本イベントに参加する人が自由に交流でき
る機会を提供し、オープンイノベーションへ
とつながるきっかけを創出します。

インタラクティブセッション

塩田元規
14:30~15:15 8/COURT

超・福祉展で挑む
ダイバーシティの実現

社会の可能性を拓く、
未来
志向のブランディング

通
り

ソーシャルイノベーションウィーク渋谷

渋谷・原宿・表参道エリアの各所で、新しい自分を発見するカンファ

シャル イノベーションウィークシブ

EXPERIENCE 体験する

繋がる

DIVE DIVERSITY SESSION
未来へつなげ ! CE チャレンジ !!
9/14（土）10:00~17:00
渋谷キャスト ガーデン ①

レンスや体験プログラムに参加できる！多様な未来を考える 12日間
名前：みどりん
プロフィール：渋谷区在住のちょっとひと
みしりな優等生。空想大好き。SIW ではガ
イドをお手伝いしているよ。

地球や環境に興味がある

（水）
「クリエーション」

DIVE DIVERSITY SESSION
国内外から様々な有職者を招き、多様な未来の可能
性を探求するトークセッションを展開。

Program Line Up

感情価値の時代

9/ 18

LEARNING 学ぶ
SHIBUYA SOCIAL ACTION AWARD
選考委員会により、新しい視点や発想で社会変革に
挑むプロジェクトや人を表彰。

アクティビティ

12 _ DAYS
20 _ PLACES
100 _ CONTENTS
150 _ SPEAKERS

SOCIAL
INNOVATION
WEEK
SHIBUYA

Perfume が SIW 街頭ポスターをジャック！
渋谷の街の各所に掲出されていた SIW のポスターの一部が、1 日
限定で、著名フォトグラファーの手による Perfume のポートレー
トポスター広告に入れ替わるという施策を、特別ストリートアー
ト企画として実施しました。
SIW のテーマである『NEW RULES. 〜新しい価値観〜』に則り、
“ 広告を用いて街を舞台にアート展を実施する ” というコンセプ
トに基づいた取り組み。

Social Innovation Week SHIBUYA

（日）

青
山

SOCIAL
INNOVATION
WEEK
SHIBUYA

（水）

プログラム詳細や最新スケ
ジュール︑有料プログラムの
ウェ ブ
チケット情報は︑ SIW
サイトでご確認いただけます

SOCIAL 9/11 ~9/22
INNOVATION
WEEK SHIBUYA

Social Innovation Week SHIBUYA

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA2019 REPORT

一部抜粋

Q'S EYE（QFRONT ビジョンパネル）、みずほ銀行渋谷支店デジ
タルサイネージ、渋テレビジョン、公園通りサイネージなどに動
画広告を掲出。

表参道ヒルズ

東京都渋谷区神宮前 4-12-10

善光寺

東京都港区北青山 3-5-17

連携スポット
COCONUT GLEN'S 表参道店

東京都渋谷区神宮前 5-11-7

b

DJ bar 東間屋

東京都渋谷区道玄坂 2-14-8
TSUTAYA O-EAST ビル 2F

eplus LIVING ROOM CAFE & DINING

てる子たちは、そういう目で見られませんよね？ 僕

らの世代は、
スケボーしていると
「不良」と言われた。
今や、オリンピック種目ですよ！ テレビゲームをして
いるといけないって言われていたけれど、e スポーツ
という競技になり、
それで億稼げる人が出てきている
わけですから。そうやって常識も価値もどんどん変
わっていくし、夢中になっていることを応援すること
で、新たな解決法が生まれるかもしれない。これま
での当たり前に縛られてルールを守るばかりではな
く、新たなルールを作ってトライしていくことも大事
ですからね。

長田：むしろ、今の常識に疑問を持っている人ほど、

a

c

という話はよくするんです。例えば、僕らよりちょっ
と年上の世代は、ギターを弾いていたら
「不良」っ
て言われてました。でも、今、学校で軽音楽部に入っ

東京都渋谷区道玄坂 2-29-5 渋谷プライム 5F

参加すると新たな発見がいっぱいあると思います。
なんかよく、
「
（SI W って）意識高い人が来てるんで
しょ？」って言われるんですけれど
（笑）、そうじゃな
くて、本当に普通の人が参加することで、いろんな
学びや出会いがあると私は思っているんですね。実

際、私も去年参加したとき、ものすごくいろんな人た
ちと出会って、そこから新しく生まれたこともたくさ

んあります。

どんな分野も どんな在り方も
まずは受け入れる
「多様」な社会へ
長谷部：渋谷区の基本構想は、
「ちがいを ちからに

変える街。
」なんだけれど、SI W のテーマでもある
「多
様」も近いものがありますよね？

長田：そうですね。この仕事に関わるようになって
私自身もいろんな分野のことを知りました。私、
マー
ケティングの業界が結構長いんで、マーケティング
の話は普段からたくさん耳にするんですよ。でも、
それ以外の、例えばダイバーシティの話とか、教育
の話とか、全然違う分野の話はなかなか聞く機会が
ない。でも、そういった新しい情報を取り入れたと
きに、自分の中の視野がパーッと広がって、
「あ、こ
ういうことやりたいな！」というアイデアが生まれた
りするんです。こういったことを体感してみて欲しい
ですね！

長谷部：自分と同じ分野でも、さらにすごい人が出

てきてくれたりするからね。
「学ぶ」っていうと堅
苦しく感じるかもしれないけれど、楽しみながら、
ちょっとミーハー心も満たしながら、気軽に色々参
加してみて、究極はこの街のことを思ってくれたり考
えてくれたりしたら、僕としてもすごく嬉しいですね。

長田：今回から区民割というものができたので、渋谷
区民は参加費が半額になりますし、
大学生も半額、高
校生以下は無料です。渋谷区民の方にはもちろん、
行政の方たちにもたくさん来て欲しい！ 作る側にもい

ろんな人がいて、参加者もいろんな人たちが入り混

じっていて、それぞれの視点からいろんな意見をいた
だきたいです。

シルバーパートナー

（※1）ダ イ ブ ダ イ バ ー シ テ ィ サ ミット
（英 語：DI VE
DI VERSITY SUMMIT SHIBUYA ）
渋谷区の「ちがいを ちからに 変える街。
」
（＝ダイバーシ

長谷部：そういった多様な人たちが、お互いを認め
合って、混じり合って、新しい価値や文化を生み出

していく。それがイノベーションですよね。僕もそう
いう取り組みをしているけれど、
「多様」って言って
もそう簡単ではなくて。調和していくことがすんなり

できる人もいれば、したくてもできない人もいる。そ
ういう人たちをどう寛容に受け入れていくか？ って
ことも、きっと
「多様な社会」という部分で問われて
いると思うんです。だから、ただ単にみんなで集まっ
て混じり合って……というだけではなく、酸いも甘い
も一緒に考えるための場としても、SI W を活用でき

ティ＆インクルージョン）という政策戦略の中から
『ダイ
バーシティ』というキーワードを前に出し、街のイメージ
作りのために 2017 年に開催された複合カンファレンスイ

特別協力

ベント。
（※2）サ ウス・バ イ・サ ウスウエ スト
（英 語：South by
Southwest、略記：SXSW）
毎年 3 月にアメリカ合衆国テキサス州で行われる音楽祭・
映画祭・インタラクティブフェスティバルなどを組み合わ
せた大規模イベント。

るんじゃないかな。

長田：私も分け隔てなく、できるだけ視野を広げて、
「今回はどんなことを参加者のみなさんと一緒に作っ
ていけるかな？」という未知数を描いています。だか
ら、今年は昨年よりもさらにたくさんの人に会ってい

後援

ログラムのチケット情報
は、SIW ウェブサイトで
ご確認いただけます。

メディアパートナー

い扉が、
どんどん開いてくるんですよね。それこそ、
「多
様性」というキーワード通り、子育てから教育、福祉、
テクノロジー、スポーツなど、分野を超えて、いろんな
アイデアが散りばめられている。今の自分が興味を

そそられるものを、このたくさんの中から選び抜いて
参加してみてくださいね。来てくれる人たちに楽しん

でもらうことが我々にとっても一番の喜びです。

プログラムの詳細や最
新スケジュール、有料プ

て、
「こんなことしたらいいかも！」、
「これやりたいん
です！」っていう意見をひたすら聞いているんですけ

れど、どんな提案にも決して
「NO」と言わないで、まず
耳を傾けます。そうすると、
「これは今できないけれ
ど、次こんな風にできるかも？」とか、
「そのままだと
難しいけど、こういうことはできます！」っていう新し

11

EXECUTIVE
SUMMARY

OWNED
MEDIA
WEBSITE

12 日間・23 会場（連携スポット含む）で 100 以上のコンテンツを実施。延べ 5 万人以上にリーチしました。
メディア露出は、広告費換算にすると 19 億円以上の効果が得られました。

12DAYs

109programs

23 venues

50,000+

開催日数

プログラム数

会場数
（連携スポット含む）

（※サンプリングを含めたリーチ数（昨年比 50% 増）
）

来場者数

露出実績について

メディア露出（広告費換算）
（昨年比 46% 増）

900+WEB

6 PAPER MEDIA

ウェブサイト掲載
（昨年比 127% 増）

新聞・雑誌掲載
（昨年比 45% 減）
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¥1,900,000,000+

2019.10 現在

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM
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Social Innovation Week SHIBUYA

主催

SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 実行委員会

共催

渋谷区

後援

文部科学省 / 東京都 / 渋谷区商店会連合会 / 渋谷区観光協会 / 渋谷未来デザイン

EVENT
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日本財団

Social Innovation Week SHIBUYA
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