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2021 年度 活動概要 

 

■■■ かちぞう企画 ■■■ 

□かちぞうゼミ 

・参加学生チーム：3大学 6ゼミ 12チーム 

・パートナー組織：12組織 

・参加者数：107名 

・期間：2021年 9月～2022年 2月末 

□かちぞうサロン 

・開催回数：5回 

・参加者数：89 名 

 

■■■ 魔女プロジェクト ■■■ 

□衣の魔女 

・関西大学商学部横山ゼミ，（株）チクマ，  

olivia＋，シュクレサレ，道の空 

・アップサイクル商品「Witchill」開発 

・特大段ボール 3個分の未活用生地の再生 

・福祉事業所の工賃を 3倍以上に 

・クラウドファンディング：52万 8千円 

111人の支援 

□食の魔女 

・関西大学商学部横山ゼミ，開屋本舗（株）， 

食品工房（株），若草会 

・アップサイクルで非常食スープ開発 

「ちょっとリッチな海老芋ポタージュ」 

・100Kg の廃棄野菜の再生 

・福祉事業所の工賃を 4倍以上に 

・クラウドファンディング：71万 1,200円 

106人の支援 

□地域の魔女 

・関西大学商学部横山ゼミ 

・衣と食の魔女の後方支援 

 

■■■ そばくり博覧会 ■■■ 

□SEC大賞～そばくり博覧会へ 

・運営委員会の開催：5回ほか 

 

 

 

 

 

 

目次 

 

■2021年度活動概要・・・・1 

 

■かちぞう企画・・・・・・2 

 

■魔女プロジェクト・・・・3 

 

■そばくり博覧会・・・・・4 

 

■受賞のご報告・・・・・・5 

 

■会員・応援・・・・・・・5 

 

■会計報告・・・・・・・・6 

 

■ご支援のお願い・・・・・8 

 

■団体概要・・・・・・・・9 

  



2 
 

かちぞうゼミ 

 

産学連携かちぞうzemiとは，産学連携で価値創

造にチャレンジする，実践的なPBL（project based 

learning）活動です。連携してくださる組織の皆

さまのご協力を賜り，PBL を展開することで，よ

り良い社会の構築を目指して価値創造するための

実践的な調査研究活動に，学生がチーム単位で半

年間かけて取り組みました。 

学生チームは，パートナー組織の現場を理解し

て，課題の所在を見いだし，その課題にアプロー

チして価値創造するための調査研究と提案活動を

行い，年度末に最終成果発表会を実施して，半年

間の成果を共有しました。 

 

かちぞうサロン 

 

かちぞうサロンとは，学生を中心に，多様な人

が集まり，幸福な生き方を模索するオンライン対

話会です。話題提供してくださるプレゼンターを

囲んで，3時間（20時～23時）ほどみっちりと対

話します。より深い対話を促すために各回15名の

定員を目安に実施しています。2021年度は，計 5

回のサロンを開催しました。各回のご登壇者及び

開催日は以下の通りです。 

 

■第1回：2021年6月9日（水） 

・登壇者：Mr. Hideaki Ara & Ms. Mikiko Suzuki 

・参加者21名 

■第2回：2021年7月13日（火） 

・登壇者：石川貴志氏 

（社会起業家/一般社団法人Work Design Lab代表理事） 

・参加者12名 

■第3回：2021年11月23日（火） 

・平井竜一氏（前・逗子市長） 

・参加者13名 

■第4回：2022年1月12日（水） 

・玉山茂幸氏 

（ミズノ㈱コンペティションスポーツ事業部） 

・参加者15名 

■第5回：2022年2月18日（金） 

・中尾榛奈氏（NPO法人Deep Peopleディレクター） 

・参加者28名 
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魔女プロジェクトとは，学生たちが，魔女のように， 

社会的課題に魔法をかけて，関わる人々を笑顔にするプロジェクトです。 

 関西大学商学部横山ゼミでは，私たちに身近な衣食の課題に注目して，それに福祉

現場の課題解決も絡めて，2 つのプロジェクトを実施しました。 

未活用生地をアップサイクルした

「WITCHILL」の商品ライナップは，3 種類の「ば

ね口ポーチ」と「トートバッグ」です。（株）チクマ

から未活用生地を購入し，衣の魔女で布の裁

断や組み合わせを決め，就労支援 B 型事業

所の OLIVIA +，シュクレサレ，道の空で商品を

製作していただきました。 

クラウドファンディングでは，111 名の方から

528,300 円のご支援をいただきました。 

 

 大阪府富田林市の未活用の海老芋をメイン

に，開屋本舗（株）と食品工房（株）のご協力を

得て，「ちょっとリッチな海老芋ポタージュ」を開

発しました。非常食・保存食として 3 年保存で

きるスープ缶です。4 パターンのカラフルで楽し

い缶パッケージは，社会福祉法人若草会の障

がいある方々に描いていただきました。 

 

クラウドファンディングでは，106 人の方々か

ら 711,200 円のご支援をいただきました。 
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そばくり博覧会（略：そばくり博） 

 
そばくり博覧会とは，ソーシャル・アントレプ

レナーシップを発揮した社会的価値創造型「協働」

を発掘調査・創造して共有することを目的とした

博覧会です。 

そばくり博の特徴は，以下の通りです。 

1. 「ソーシャル・アントレプレナーシップと

協働」，「社会的価値創造に向けての協働」

について，皆で楽しく学びあう。 

2. 大学ゼミを中心に多様な有志グループが

参画。 

3. 参画メンバーは，①マイニング部門 or ②

クリエイティブ部門のいずれかか，もしく

は両方に能動的に参加できる。 

 

①マイニング部門 

社会により良いことを第一に掲げて，創意工夫

して社会的価値を創造している協働事例を，全国

から広く発掘・調査して，事例にまとめてプレゼ

ンします。 

②クリエイティブ部門 

協働プロジェクトの企画立案・創造にチャレン

ジすることも可能です。 

 

 

もともと，そばくり博の企画の前身は，「パート

ナーシップ大賞」（P賞）です。NPO法人パートナ

ーシップ・サポートセンターが実施していた P賞

は数年前に終了してしまったため，新たなビジョ

ンで復活させようと，当初は「ソーシャル・アン

トレプレナーシップ＆協働」大賞（SEC 大賞）と

いう表彰事業を展開する予定でいました。そのた

め，2021年度は，SEC大賞運営委員会を 3回開催

し（第 1回：8月 13日，第 2回：10月 6日，第 3

回：12 月 9 日），種々多面的に検討した上で，よ

り私たちのビジョンにアプローチできる形を追求

して，「そばくり博覧会」の企画が創造されました。

既に，2 回にわたってそばくり博運営委員会を開

催しています（第 1回：1月 13日，第 2回：3月

11日）。 

 

こうして，いよいよ 2022年度「第 1回そばくり

博覧会」が開催されます！！！ 
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受賞のご報告 

 

衣と魔女プロジェクトが，第 3回関西

SDGsユース・アクション 2021において 

受賞！ 

 

「第 3回関西SDGsユース・アクション 2021」に
おいて，横山ゼミの「衣の魔女プロジェクト・チーム」

が近畿経済産業局長賞を，「食の魔女プロジェクト・

チーム」が優秀賞（大学生の部）を受賞しました。 
 

関西SDGｓプラットフォームと（公社）2025年日

本国際博覧会協会の共催で開催された「第 3回関

西SDGsユース・アクション 2021」には 224件の

応募があり，その中から書類選考とビデオ審査を経

て，両チームは「グッドアクション」の 16作品に選ば

れ，さらにその中から最終審査を経て，上記の各賞

を受賞しました。 
 

第 3回関西SDGｓユース・アクション 2021サイト 
 

魔女プロジェクトの活動の詳細については，下記

をご覧ください。 
 

横山ゼミホームページ 
 

受賞した横山ゼミ 3年生メンバーは，このビジョ

ンや想いを後輩ゼミ生たちに引き継き，さらなる活

動の発展を検討しています。 
 

 衣の魔女プロジェクト・チーム 

竹内乃亜，桑山明弓，小谷悠里江，吉岡健太 

 食の魔女プロジェクト・チーム 

高木春香，喜多優介，下村学，若林咲希 

 地域の魔女プロジェクト・チーム 

村松晃太郎，天海美優，大西沙弥，米田圭吾 

 

 

会員・応援 

 

私たちの活動をご支援くださった方々

に心よりお礼を申し上げます。 

 

 

💛💛 正会員 

 

 14 名（168,000 円，14 口） 

 

💛💛 プロボノご支援 

 

HP 作成：馬場善彦 様 

HP メンテナンス：丸野実歩 様 

魔女のロゴ作成：馬場善彦 様 

 

 

 

 

💛💛 

その他，多くの方々から，貴重なお知恵や激

励のお言葉を賜りました。 

 

 

 

 

 

https://www.youth2030.jp/
https://sites.google.com/view/yokoyamazemi-kandai/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
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セグメント別会計  

衣の魔女 食の魔女 かちぞうゼミ 管理部門 計

経常収益
受取会費 168,000 168,000

受取寄付金 475,999 640,792 1,116,791
受取助成金 100,000
事業収益 8,996 8,996

経常収益計 475,999 740,792 0 176,996 1,393,787

事業費
原材料費 61,546 84,050 145,596
外注工賃 171,354 497,937 669,291

通信運搬費 35,372 1,030 2,552 38,954
消耗品費 12,065 29,949 810 42,824

旅費交通費 34,217 36,500 70,717
交際費 3,240 4,800 8,040

広告宣伝費 17,200 17,200
会議費 7,460 3,954 11,414
諸謝金 21,385 21,385 8,000 50,770

振込手数料 290 290
管理費

通信運搬費 33,636 33,636
消耗品費 11,282 11,282

旅費交通費 14,280 14,280
交際費 1,080 1,080

租税公課 117,184 117,184
経常費用計 346,639 679,895 28,562 177,462 1,232,558

129,360 60,897 -28,562 -466 161,229
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ご支援のお願い 

 

私 たちの活 動 は，皆 さまのご支 援 に支 えられています。  

学 生 会 員 ，正 会 員 ，法 人 会 員 になって，活 動 継 続 のための仲 間 になってくださ

いますと光 栄 です。  

 

そばくりラボは，あらゆる現 場 でさまざまなレベルで「ソーシャル・アントレプレナーシ

ップ・チャレンジ」が生 まれる社 会 ，多 様 性 と豊 かな協 働 が育 まれる社 会 を目 指 して

活 動 いたします。会 費 は，活 動 趣 旨 に係 る活 動 への支 援 や当 法 人 の活 動 継 続 ，

この分 野 の研 究 発 展 に使 わせていただきます。活 動 趣 旨 にご賛 同 いただける方 の

ご入 会 を募 集 しております。  

 

１．会員  
会員制度は個人向けの「正会員」と，生徒・学生向けの「学生会員」，企業や
法人等を対象にした「法人会員」の 3 種類ございます（会費 1 口 12,000 円）。  

 期間  加入口数  
正会員  １年間  1 口以上  
学生会員  １年間  なし  
法人会員  １年間  5 口以上  

 
２．申込方法  

sobakurilab. j imukyoku@gmail .com 宛てに，件名を「そばくりラボ入会希望」
とし，入会申込書（エクセルか PDF）をメールにてお送りください。  

 
３．会費の納入  
  入会が認められ次第，2022 年度会費（ 2022 年 4 月～ 2023 年 3 月）を下記の

口座にお振込みください。振込人名は，会員ご本人様のお名前でお願いいた
します。  

 
  ＜振込先＞  
 銀行名（金融機関コード）：住信 SBI ネット銀行（ 0038）  
 支店名（支店番号）：法人第一支店（ 106）  
 口座種類：普通預金  
 口座番号： 1698120 
 加入者名：社）そばくりラボ  
      シャ）ソバクリラボ  

以上，よろしくお願い申し上げます。  



一般社団法人　そばくりラボ　団体概要

名称：一般社団法人そばくりラボ
設立日：2021年7月
所在地：大阪府

メンバー

代表理事：横山恵子（関西大学教授）
理事：佐々木利廣（京都産業大学名誉教授）理事：佐々木利廣（京都産業大学名誉教授）
理事：藤野正弘（一般財団法人藤野家住宅保存会理事長）
理事：山崎恵美子（認定NPO法人日本ファンドレイジング協会東海チャプター共同代表）
監事：牧文彦（NPO法人Deep People理事長）

事務局長：林佑美
学生運営委員：村松晃太郎（関西大学商学部）
学生運営委員：竹内乃亜（関西大学商学部）
学生運営委員：高木春香（関西大学商学部）学生運営委員：高木春香（関西大学商学部）
運営委員：面高俊文（元デンソーユニティサービス代表取締役社長）
運営委員：河井孝仁（東海大学教授）
運営委員：大友康博（認定NPO法人大阪NPOセンター）
運営委員：小室達章（金城学院大学教授）
運営委員：津田秀和（愛知学院大学教授）
運営委員：平澤哲（中央大学教授）
運営委員：手塚明美（一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ代表理事）運営委員：手塚明美（一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ代表理事）
運営委員：水野真由美（NPO法人子ども＆まちネット理事長）
運営委員：日向寺祥子（東海大学准教授）
運営委員：園田由紀子（東海大学教育開発研究センター講師）

名誉顧問：金井一賴（青森大学学長）
名誉顧問：岸田眞代（元NPO法人パートナーシップ・サポートセンター代表理事）
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