
「革靴をはいた猫」は京都の御池通りにある靴磨きと靴修理のお店。
店舗での営業に加えて企業などへ出張での対応にも力を入れている。
職人一人ひとりが靴磨きの修行を経験し、その感性と技術で、お客

靴を磨く藤井さん

取締役の魚見さん ( 右 )
店長の藤井さん ( 左 )

障害者は「守られる」存在なのか障害者は「守られる」存在なのか

障害者政策
~「守る」から「育てる」へ~

障害福祉とのひょんな出会い

取材先：「革靴をはいた猫」
東京都出身。22 歳。癲癇で知的障害を持
つ二歳下の妹を持つ。 小さいころから障
害問題に興味があったが、周囲の反応を
恐れ、妹の障害を人に話すことが出来な
かった。しかしB 型就労事業所で働く妹
の姿を見て、障害問題に取り組むことを
決心する。現在は児童発達支援センター
でボランティアに取り組む。

取材者：京都大学 3 年生 都 公 ( みやこ とおる )

　「公務員になれたらええかな」ぼんやりと考えていた魚見航大さん。
大学三年生の春、大学のカリキュラムの一環で有機農業を学生に広め
ようと、有機野菜で作ったケーキを龍谷大学内のカフェで提供するこ
とを魚見さんは企画した。そのカフェは一般就労が難しい障害者が働
く B 型就労事業所だった。
　そこでアルバイトを始めた魚見さんは疑問に感じる。「なんで俺の
ほうが時給いいん？」何年も働いている障害者より、入ったばかりで
ミスの多い自分のほうが給料が良かった。それに加えて、彼らが何年
も自宅とカフェをひたすら往復している生活にも疑問を感じた。彼ら
が手に職をつけて一生かけて追究できる仕事はないだろうか。知人か
らの助言で靴磨きにたどり着く。自ら大阪まで靴磨きの修行に通った。
そこで身につけた技術をカフェの開店前に障害のある従業員に教えて
いった。その技術をもとに 2017 年、魚見さんが大学在学中に「革靴
をはいた猫」が設立された。

　与えられる存在から与える存在へ。魚見さんのもっと多
くの人に挑戦してほしいという想いが込められた企業理念
だ。魚見さんは価値を与えられる存在から与える存在にな
ろうとすることを「挑戦」と呼ぶ。障害を「できない」の
理由にしない。切符の購入、お金の計算、コミュニケーショ
ン。「革靴をはいた猫」の従業員も最初はできないことばか
りだった。それを周りが支えて乗り越えてきた。ついには、
従業員の藤井琢裕さんはお客様と話したい、自分のお店を
持ちたいという夢をもち、今年、店長になった。魚見さん
は自分たちが先陣を切り、その姿を見て挑戦する人が増え
ていくことを願っている。

　今回のインタビューを通じて、私は障害者をただ守る障
害者政策の時代はもう終わっているのではないかと感じた。
皆さんの中にも障害者のことを「助けてあげないといけな
い人」と思っている方は多いと思う。しかし「革靴をはい
た猫」の従業員には障害者手帳を返したいと思っている方
もいる。
　障害者政策とは、障害者というラベルを貼り、障害者年
金や障害者手帳の割引で生活させるだけではない。障害が
あっても、自立した生活ができるような障害者教育をもっ
と考えなければいけない時代が来ているのかもしれない。

Change from Taker to GiverChange from Taker to Giver

Good Health And Well-Being

様の要望に合わせた想像以上の仕上が
りをお届けする。障害者の働き方に力
をいれており、障害者を靴磨き職人、
一人の人間として成長させ、感動や勇
気、可能性を与える人材にしていくこ
とを目指している。



ヨコハマ SDGs デザインセンターは環
境、経済、社会課題の統合的な解決を
図る横浜型「大都市モデル」を創出す
るために創設された。分野や組織を横
断し、多様な主体と複雑化する社会課
題の解決を目指している。

市民の主体性が鍵だと語る信時氏

取材を通して取材を通して

誰一人取り残されない、持続可能なまちを創る
新たなチャンスを行動に変えていく

横浜らしさは「市民力」

取材先：ヨコハマ SDGs デザインセンター

自転車が好きで「移動を
もっと自由に、たのしく」
をテーマに団体を立ち上
げた。新たなモビリティ
サービスの開発・提案に
留まらず分野を横断した
活動をしている。

取材者：立命館大学 3 年生 岸本俊輝

　横浜市は基盤自治体最大の約 375 万人の人口
を誇る都市である。ヨコハマ SDGs デザインセ
ンターは、新しいものを積極的に受け入れなが
ら市民が主体的に活動できる場所を提供してい
る。同センターのセンター長である信時正人 氏
は、「市民を主役とすることで、ひとりひとり
が SDGs を進めていく役割を認識し、横浜らし
い「市民力」を向上することができる。最終的に、
持続可能なまちを創ることに繋がる。」と語る。

　横浜らしい活動の一つとして、マーケットプル型で進めてきた
横浜市の温暖化対策がある。市民を主役とした「ヨコハマ・エコ・
スクール（YES）」は、横浜市の象徴的な取り組みと言える。こ
のYESの取り組みのように、ヨコハマ SDGs デザインセンターも
市民を主役として SDGs を進めている。市民が変われば企業や社
会も変わると考えているからだ。そして信時氏は「複雑化した社
会課題を理解するには、市民を主役とした SDGs に関する啓発活
動を怠ってはいけない。誰一人取り残されない社会の実現に向け
て、市民の主体性が鍵となっている。」と熱く語った。

　この取材を通して、地元ならではのオリ
ジナリティある強みを発見していくことで、
活動に深みを出していくことができると分
かった。また、共感しくれる人を増やすた
めの啓発活動が最も大切だと感じた。
　将来を見据えながら自らの役割を意識し
ていくことで、持続可能なまちを創ること
ができる。個人が「できる」と思ったこと
は率先して「やってみる」ことが重要になっ
ていると思った。

誰一人取り残されない社会の実現に向けて誰一人取り残されない社会の実現に向けて

Sustainable Cit ies And Communities

ヨコハマ SDGs
デザインセンター

ロゴマーク



唯一使われている「のぼり窯」唯一使われている「のぼり窯」

江戸時代に築窯された日本最大規模
の「のぼり窯」で現在も信楽焼を作
り続けている。展示場や茶室も備え
ており、陶芸教室では手びねりや
ろくろ体験なども楽しめる。

伝統産業のSDGsを考える

RESPONSIBLE CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

取材先：株式会社宗陶苑
奈良県生まれ、奈良県育ち。滋賀
県甲賀市をフィールドに、地方創
生に取り組むプロジェクトの代表
を務める。趣味は寝ることと友達
とハイキングをすること。

取材者：立命館大学 中西 優奈

　「のぼり窯」とは江戸時代に築窯され、
山の斜面を利用し細長い部屋を連続し
ていき容積を大きくし余熱を利用して
焚き上げていく形状の窯のことです。
宗陶苑ののぼり窯は今もなお使われて
いる唯一の窯元で、日本最大級で長さ
30m、幅 15m、高さ 3.5mに及びます。
秋から始まる、連続テレビ小説「スカー
レット」の舞台にもなりファンの方が
実際に見学に訪れるなど全国的に注目
されています。

　もともとは、農業のオフシーズンに、
作品の制作から焼き上げるまでの過程
を周辺の農家と分業しながら信楽焼を
生産していました。現在は、数人の職
人で作品の制作から焼き上げるまでの
過程を全て行っています。のぼり窯で
の「火入れ」は高度な技術が必要なうえ、
自然の火を使うため焼き上がりが不揃
いで大量生産には向きません。そのた
め、最近では電気、ガス、灯油などで
焼くのが主流となっています。

　「昔ながらの方法で、新しいものを作
りだしていきたい」という思いで、の
ぼり窯での制作が続けられています。
制作から焼き上げるまでをすべて行う
形態になったことで、新しい形の作品
に挑戦しやすくなり、できるものが「面
白く」なっています。器や置物だけで
はなく、犬の形をした車止めや鯨の形
をした自転車スタンドなど、今までに
なかった「新しい信楽焼」が日々作ら
れています。

できあがるまでの
ストーリーで新たな価値を

　滋賀県甲賀市信楽町にある信楽焼の窯元「宗陶苑」。今回は、大量生産・消費で陶器が安く手に入る世の中で、
どのように伝統をつないでいきたいのか、また伝統産業の価値を伝えていく工夫について取材しました。

時代の変化と事業形態の変化時代の変化と事業形態の変化 昔ながらの方法で新しいものを昔ながらの方法で新しいものを

　人口減少や都市部への若者流出で、担い手が不足して
いると言われている伝統産業を持続可能に受け継いでい
くために、私にできることを考えました。取材を通じて
大量生産・消費が当たり前な世の中だからこそ消費者が
求めているのは「できあがるまでのストーリー」である
ことが分かりました。若者の消費や地域を担うことに対
する価値観に少しでも影響を与えられるような活動をし
ていきたいです。

宗陶苑ののぼり窯 のぼり窯の中の様子 犬の形の車止め「オットドック」

担当者 上田 宗 さん

宗陶苑の撮影スポット



滋賀県甲賀市出身・草津市在住
南草津マンション防災委員会委員長
NPO 法人くさつ未来プロジェクト 理事
バランスボールサークル “ポムポムクラブ” 代表

３児の母として子育てに励みながら地域で活躍中。

↑立命館大学で開催した「エキスポーツ 2019」
でのバランスボール体験の様子

「自助」 につながる 「共助」「自助」 につながる 「共助」

子ども達に残したい地域
母親の働き方が地域をつなぎ、守る

子どもに負担をかけず
働くカタチ

取材先︓江藤 沙織 さん
大阪府枚方市出身。
大学では理工学部都市システム工学科
に属し、防災や土木を学ぶ。
趣味はバイオリン等の音楽演奏。高校
時代から SDGs に興味をもち、進学後
は地域に根差した活動を行っている。

取材者︓立命館大学 西野 日菜

「子どもがイヤイヤ期で、 どこへ行っても地

べたに寝っ転がって泣き叫ぶんよー。 周り

の目も気になるから家に引きこもっちゃって

おかしくなりそう…」

「うちもそうやったよー。その時期大変よね。」

　「災害時は自助 ・共助 ・公助で互いに助け合いましょう。」

よく教科書やニュースで聞く言葉である。

　もし昼間に災害が起きたら、 3 人の子を抱えて避難しなけ

ればいけない。 ベッドタウンである草津市ではそんな状況に

あるお母さんたちがたくさんいる。 自治体に入っていないマ

ンションでいざというとき助け合うことが出来るようにと、 江藤さ

んが立ち上げたのが南草津マンション防災委員会。

　いざというときに周りに 「助けて」 と言えるようにするために、

２００人を超える住民が日常から人に助けを求める超実践型練

習をしている。 お母さん同士が助け合う姿を見て育った子供

たちもまた 「助けてって言っていいんだ。」 と肌で学んでいく。

SOS の練習は災害時は地域を守り、 常日頃から住民同士を

つなぐ架け橋として機能することで、 地域をより豊かにする。

　滋賀県甲賀市土山町の出身である江藤さんは、 小さい

ころから家の近くで採れた野菜やお米、 地域で育てた牛

や鶏を食べて育った。 コミュニティという意識もなく、 繋が

りが当たり前の生活だった。

　草津市に引っ越して一番の驚きは 「地域との繋がりがな

い」 こと。 子育ての孤独感や不安を話すことができる場が

あれば、 もっと子育てが楽しくなる。 そこで江藤さんが立

ち上げたのは、 地域で同年代の子をもつお母さんにバラ

ンスボールを教えるサークルだった。 ただ集まるのではな

く運動するのは、 「子どもが大きくなったときに介護しても

らうのが当たり前になってはいけない。」 という意思も込め

られているそう。 こうした活動を通して、 地域の人を家族

のように頼ることができる環境を創り出している。

コミュニティも人もサステイナブルな街にコミュニティも人もサステイナブルな街に

アイ
コンコン
アイアイ

　９月１１日、 草津市の商業施設の一角で行われていたバ

ランスボールが終わった後、 こんな会話が繰り広げられて

いた。 そこにはお母さんが孤独感から解放される場所、

一人の女性としての意識をもつ場所、 そして母でありなが

らインストラクターとして働く江藤さんの姿があった。

　女性は子どもを預けて働くか、 働かないかの 2択しかな

いのだろうか。 いかにお金を稼ぐか、 経済価値のみが求

↑江藤 沙織さん

められる社会での選択ではなかろうか。 SDGs という指標で多

方面から社会に認められる流れの今、 母親が子どものそばに

居ながら働くという選択肢はあって当然である。 そして、 そん

な母親の姿を見て育つ子もまた社会におけるたくさんの価値

に気付いていくのではないだろうか。

　江藤さんは 「自分の子が生きる社会を考えれば、 自然と持

続可能な社会を目指すことになるはず。」 と話した。



　アート・リサーチセンターは、人類が持つ文化を後世に伝えるという目的を

持っている。世の中には、芸術、芸能、技術、技能、技巧などの人間文化の所

産が多く存在している。この施設は、それを研究、分析し、記録、整理、保存、

発信している。若手研究者を巻き込んだプロジェクト研究なども行っている。

発信は、開設されて以来蓄積してきた日本文化、芸術をデジタル化することに

より行う。それは、国内外の日本文化研究者の必須の研究資源となっている。

人類の文化を後世に伝えるアート・リサーチセンター

文化財と戦争とは文化財と戦争とは

人類の持つ文化を後世に伝えるために
~誰一人取り残さないための「発信」~

過去から変わる
文化の伝え方

取材先：立命館大学アート・リサーチセンター

　現在、浮世絵や絵画などの文化を「誰でもすぐに

知れる環境作り」が重要視されている。20 年前の日

本は、博物館などに文化を「整理」「保存」するこ

とに重点を置いていた。しかし、博物館に保存され

た文化を見に行くためには時間とお金がかかる。そ

のため、お金がない人はそこに行かないという状況

が生まれた。アート・リサーチセンターでは、誰も

が人類の持つ文化を知れるように、文化を「デジタ

ル化し、発信」することに重きを置いている。

　この施設のHPには「海外版データベース」がある。海外の方
でも見られるように全て英語表記となっている。例えば、同じ絵
画が世界のどこに貯蔵されているのかが分かる。また、古代の文
化には読むことが困難な「文字」がある。そのため、利用者がデー
タベースの中の分からない文字をクリックして、母国語に変換す
る工夫もある。これに対し、海外利用者は「達成感」と「喜び」
を感じている。そもそも、日本の文化に興味を持ってもらわなけ
ればHPにアクセスしてもらえない。鈴木教授は、侍、着物をテー
マに外国の方に英語で授業をされている。「日本人が思っている
以上に海外の人は日本の文化に敏感であることが知れる」という。
「日本の文化を英語で紹介できる人が増えること」も重要である
と鈴木教授は仰っていた。

　「文化財を語る上で戦争は切っても切り離せない存在であ
る」と金子教授は仰る。戦争が起こると多くの文化財は紛失
する。また、戦争の勝ち負けによって、文化財は移動を繰り

文化を海外へ伝える工夫文化を海外へ伝える工夫

バーチャル・ミュージアム Web ページより

左 : 鈴木 桂子教授　右 :  金子 貴昭准教授

Quality Education

返す。私たちが知らない事
実を身近に感じ、学ぼうと
する意欲が大切である。そ
して、その学びを手助けす
るための工夫を全力で考え
ることが重要である。それ
が、これからの未来に良い
影響を与えると信じている。



Partnerships For The Goals

学生と子どもたちとの行灯作り。深草町家キャンパスを活用し、
地域社会との連携を深めている。

日頃の教育・研究で SDGs のフロントランナーへ！日頃の教育・研究で SDGs のフロントランナーへ！

「仏教SDGs」って何？
380年前から「誰一人取り残さない」大学の挑戦

「仏教SDGs」を掲げる
龍谷大学

龍谷大学は 1639（寛永 16）年に西本願寺境内に設けられた教育
施設「学寮」を起源とする。2019（令和元）年現在、深草（京都
府京都市伏見区）、大宮（同府同市下京区）、瀬田（滋賀県大津市）
にキャンパスを構え、10 学部 11 研究科を擁する総合大学である。
今年、創立 380 周年を迎えた同大学は「仏教 SDGs」を掲げ、持
続可能な社会の実現に向けた取り組みを行う。
　「本学の建学の精神は浄土真宗の精神です。その中枢にある阿
弥陀仏のはたらきを示す語に『摂取不捨』（すべての者をおさめ
とって見捨てない）という言葉があります。これはまさしく
SDGs の理念『誰一人取り残さない』に通じるものです。そこから、
仏教と SDGs とを結びつける本学ならではのアプローチで、持続
可能な社会の実現に貢献できるのではないかと考えました」と入
澤崇学長は語る。

　龍谷エクステンションセンター（REC）は大学の知的資源を社会につな
ぐ架け橋として、①産官学連携、②生涯学習、③学生ベンチャー育成、④地域
連携の 4つの柱で事業を展開している。
　学生ベンチャー育成事業では、2001（平成 13）年から「プレゼン龍（ド
ラゴン）」というビジネスプランコンテストを実施している。起業したい
学生が教員や経営者から専門知識を学んだうえで、ビジネスプランを考え、
発表する場を提供している。コンテスト受賞者のうち、実際に起業を目指
す学生に対しては、定期的な教員からの指導や、インキュベーション施設
の利用といった支援を受けることができる。
　地域連携事業では、自治体との連携や、地域の企業とのつながりなども
見据えて事業展開している。深草町家キャンパスは、教員や学生による町
家の利活用を通じて、地域社会と連携を図りながら、教育・研究上の成果
や学内資源を地域に還元し、地域に開かれた大学として、地域社会と共に
発展することを目的とした拠点だ。

　今年度の「プレゼン龍」では、SDGs と掛け合わせてビジネスプラン部門とア
イデア部門（新設）を実施する。これは、キャンパス内や地域など身近な問題
を解決するアイデアを募ることにより、学生自身が問題を「自分ごと」として
捉え、問題解決のためのアイデアを考えるプロセスそのものが SDGs への理解に

大学の知的資源を社会につなぐ架け橋に。大学の知的資源を社会につなぐ架け橋に。

プレゼン龍（ドラゴン）の受賞者。
受賞者には、創業支援ブースの入居や専門

家・関係機関への橋渡しを行っている。

つながり、結果として大学内におけ
る SDGs の促進に繋がることを期待
されている。
　今回の取材から「仏教 SDGs」とは、
日頃の教育や研究において、教職員
や学生一人ひとりが建学の精神及び
SDGs を意識しながら行動すること
だと感じた。龍谷大学はまさに
SDGs のフロントランナーだ！

担当者：西坂課長

取材先：龍谷エクステンションセンター京都
大学院政策学研究科修士課程２年在学中。
「地域公共政策士」の資格取得予定。修士
論文では「SDGs 達成に向けての協働のあ
り方」をテーマとする。大阪府出身。趣
味はランニング（中学・高校時代は陸上
部に所属）。　

取材者：龍谷大学  樋口 育弘

1991（平成 3）年の設立当初からコミュニティ・アイデンティ
ティー（地域をどう認識するか）を重要視しています。大学の
持つ資源を地域に還元する活動にとどまらず、地域の人材や資
源を大学に活かして、これを大学の教育や研究に活用した上で、
その成果をさらに改めて地域に還元するこの双方向のサイクル
を大学のエクステンション活動の基本理念としています。



Quality Education

　M先生は教職大学院在学中、子ども達がこれからの国際社会で生きてい
くには世界の諸問題に対する関心と改善する必要性を感じさせるきっかけ
が要ると感じた。そこで自分たちに出来る教育は何かを考え、学んでいく
中でSDGsやESDに出会った。「子どもにまずは知るきっかけを与えたい。」
というM先生の言葉の元にM先生の教育活動が確立されている。

Mさんが実際に授業にて使用されたイラスト

M 先生の持つ今後の展望M 先生の持つ今後の展望

「授業にSDGsを」
 子どもたちに伝えていきたいこと

子どもたちに
世界の諸問題を伝える

取材先：匿名希望（M 先生）

　京都市内のA小学校のM先生は、国際社会で生きて

いくには英語力だけでなく世界の諸問題を自分の問題

として考える姿勢を育むことが必要であると考えてい

る。そこでM先生はその姿勢を子どもたちが養うため

の教育カリキュラムを考案し、実践に移そうとしてい

る。A小学校に通う児童の中には、他国で実際に今も

戦争が起こっていることを知らない児童もいるようだ。

そのため、M先生の教育プログラムは世界各国で起こっ

ている諸問題を可視化し、子どもたちに認識させるこ

とからスタートする。

　M先生が行った授業内容の例として、英語の授業
と食品廃棄問題をリンクさせた授業について紹介して
下さった。これまでの食べ物に関する英語の授業の際
は、食べ物の名前や味覚に関わる形容詞を習い、そこ
から世界の給食について習うことまでであった。しか
しM先生は英語の授業と給食週間をリンクさせ、1
日にどれほどの給食が廃棄されているのか、そこから
1日に廃棄されている食品の量は京都市のゴミ袋 900
枚分であることをイラストを用いて説明した。その内
容から、世界で三分の一の食糧が廃棄されている事実
を児童に伝えた。

　現在、教員の持つ学習指導要領の前文にも、SDGs が
目指す持続可能な社会の形成に関わる内容が表記されて
おり、これが SDGs を推進しようとしている教員の方々
にとって追い風になっているそうだ。M先生は英語に限
らず、他の科目においてもこれまでの授業と世界で起き
ている諸問題をリンクさせ、子どもたちに世界の困り事
を知る機会を与えていきたいと、他の教員の方々にも声
をかけているという。子どもたちが世界の諸問題に関心
を持ち、「では自分は何ができているのか」を考えるこ
とができる国際的視野を持つ人間に育てるため、日々努
力と工夫を重ねている。

世界の諸問題を可視化する教育プログラム世界の諸問題を可視化する教育プログラム



実は、 ふくるさんに興味を持った最初のきっかけは、 古着と広報物のデ
ザイン。 今回福祉に携わる方々と接して、 福祉 × アートの無限の可
能性を感じた。 自分はこの分野でどんなことができるのかな…を考え中。

〇取材協力先
チャリティー ・ ショップふくる 
コープこうべ尼崎近松店 1F
兵庫県尼崎市上坂部 3 丁目 11-1
営業日：水 ・ 木 ・ 金 ・ 土曜
営業時間：11：00 ～ 15：00
TEL：06-6496-0227

〇取材者
龍谷大学大学院政策学研究科　修士課程 1年生　堀家沙里

ふくるを運営する 「NPO 法人月と風と」
代表 ・ 清田さんとスタッフの方々

2 つの社会課題解決に向けて2 つの社会課題解決に向けて

半径2キロ圏内で古着の地産地消？！
先進地ロンドン目指すNPOの取組み 尼崎市園田地域

ひと、 もの、 ことが循環して
誰もが出番のある社会に

ふくるには、高校生から 50 代の方まで多世代がボランティアと
して関わる。店舗のデザインやロゴ、チラシなどは、デザインで
社会課題の解決に取り組むNPO法人Co.to.hana が担当する。
スタッフの高校生は、手づくりのレシートを作成し、裏面にはま
だまだ日本で普及していないチャリティー・ショップとは何かを
発信するメッセージを書く。店内には、20 代から 70 代ぐらいま
でを対象とした服やカバンが並ぶ。2019 年 4 月にオープンして
半年、買い物のついでに立ち寄る常連客も増えてきた。
「これ似合うかな？」とスタッフとの会話も弾む。清田さんが掲
げる 2つの社会課題、ふくるで働く障がいのある方の時給を最低
賃金まで引き上げる、日本国内の服の廃棄率 80％を引き下げる、
を目標にふくるは地域にさまざまな仕掛けを展開していく。

　ふくるを運営する「NPO法人月と風と」は、障がいをもつ方を支援す
るヘルパー派遣業が軸になる、2019 年で設立 14 年目の尼崎市園田を拠点
に置く団体である。
　団体はヘルパー派遣業を主軸に、障がいのあるなしに関係なく、誰もが
楽しく交流できるような、趣味の体験イベントの開催や自分の好きや得意
を活かせる出番のある場として、チャリティー・ショップの運営などにも
力を入れている。もともとふくるをオープンしたのは、団体の利用者であ
る車いすの青年から、服が好きでおしゃべりも好きなので接客をしてみた
いとの声が上がったからだそう。
　月と風との清田仁之（きよたまさゆき）代表はチャリティー・ショップ
開店にあたり、発祥地のイギリスやアメリカ、神戸の古着店などで視察や
研修をスタッフらと行った。清田さんは、阪急園田駅の半径 2キロ圏内に
学校や地域団体、福祉施設など 70 以上の社会資源があると話す。　「ひと、
もの、ことが循環し、誰もが自分の好きや得意を活かして、出番があるコ
ミュニティを半径 2キロ圏内にみんなで創造し、園田をチャリティー・
ショップがあちこちに点在するロンドンのまちのようにしたい」と。

　阪急園田駅よりバスで 5分少し揺られると、コープこうべ尼崎
近松店が見えてくる。多様な世代で障がいのある方も交えた地域
住民の方が一緒に考え、ボランティアなどで運営している古着店
「ふくる」は、共に事業を協働するスーパー、コープこうべの 1F
にある。
　ふくるは、服も福もくるくるまわる、という意味合いから名づ
けられた「チャリティー・ショップ」だ。日本ではリサイクルショッ
プと混同されがちだが、イギリス発祥のチャリティー・ショップ
とは、さまざまなチャリティー団体によって運営される、寄付さ
れた中古商品を扱う店舗のこと。イギリスには多くのチャリ
ティー団体があり、国内に約 16,000 店（日本国内のローソンの
数とほぼ同じ）ものチャリティー・ショップがあるそうだ。
　店舗で働く人はショップマネージャーが 1人か 2人、そして
ボランティアの方々で、自分の好きや得意を活かしながら自分の
時間を活用して運営に携わる。売り上げの一部は、さまざまな社
会課題に関連する非営利団体などに寄付をする。

手が不自由な方でも
服を畳みやすくなる道具

ジーパン生地を
アップサイクルした商品

10. Reduced Inequal it ies

11. Sustainable Cit ies And Communities

12. Responsible Consumption And Prduction

17. Partnerships For The Goals




