
日本ソーシャル・イノベーション学会／Social Innovation Exchange (SIX) 合同企画 

『世界のソーシャル・イノベーションお茶会』 

JSSI-SIX Joint Tea Party on Social Innovation 

１）趣旨 / Outline:   

ロンドンに拠点を置く Social Innovation Exchange (SIX) は世界中のソーシャル・イノベーション(SI)の

実践者・研究者のネットワーク。ソーシャル・イノベーション研究の第 1 人者であるジェフ・マルガン氏

（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）教授）創設の国際組織であり、世界中の社会起業家や行政

機関、研究者とのネットワークを持っています。 

現在は、新型コロナウイルス流行下の世界で世界のソーシャル・イノベーションの新たな潮流を集める

「SIX Wayfinder」という試みをオンラインで行っています。 

このたび、日本ソーシャル・イノベーション学会(JSSI)との共同企画として、SIX の最高執行責任者（COO）

であるリム・ソジュン（So-Jung RIM）氏をオンラインでお招きして、世界で何が起こっているか、また日

本で何が起きているかを互いに共有するオンラインの『お茶会』を開催します。 

言語は英語を基本としますが、話の要点を逐次日本語訳いたします。皆さまぜひ、お茶やお菓子、食事（や

アルコール？）を持ち寄って、お気軽に『お茶会』にご参加ください！ 

Social Innovation Exchange (SIX) is a global network of social innovation practitioners and researchers. 

Recently SIX is conducting a global research on what is happening on social innovation in different parts of 

the world under the COVID-19 pandemic, called SIX Wayfinder. JSSI and SIX are co-hosting an on-line “Tea 

Party” to share what is going on in global and in Japan. We invite all participants to join the party, together 

with your food and drink! 

【Social Innovation Exchange (SIX)】https://socialinnovationexchange.org/  

【SIX Wayfinder】 

https://socialinnovationexchange.org/insights/six-wayfinder-world-2020-devised-symphony-four-parts 

 

 ２）日時 / Date and time:   

2020 年 11 月 1 日  午後 6 時から 7 時半（日本時間、英国時間は午前 9-10 時半） 

1st November, 2020 6:00-7:30pm Japan Time, 9:00-10:30am GMT (Winter) 

https://socialinnovationexchange.org/
https://socialinnovationexchange.org/insights/six-wayfinder-world-2020-devised-symphony-four-parts


３）パネリスト / Panel members: 

・リム・ソジュン  So Jung RIM, COO, Social Innovation Exchange (SIX) 

リム・ソジュンは現在 SIX の最高執行責任者 Cheif Operating Officer 

(COO)であり、それ以前では英国のヤング財団(Young Foundation)や韓国

の希望製作所(Hope Institute)で働いていました。SIX に参加してからの 6

年間、彼女は大学との連携事業、サマースクール、SIX Wayfinder 他の SIX

の事業を主導し、またアジアやラテンアメリカを中心とする世界における

SIX のネットワーク拡大を担当しています。 

So Jung is the COO at SIX. So Jung has been part of SIX team for the last 6 years, primarily building SIX’s 

work in challenging universities to rethink their purpose. She has led SIX’s flagship events, SIX Summer 

Schools, Unusual Suspects Festival and SIX Wayfinder. She has also led SIX’s work in building social 

innovation networks in Asia and Latin America and has focused on developing and running capacity-building 

programmes. So Jung has previously worked at the Young Foundation and at the Hope Institute, a social 

innovation centre in South Korea. 

・新川 達郎（同志社大学大学院総合政策科学研究科 教授／日本ソーシャル・イノベーション学会共同代表） 

・今里 滋（同志社大学大学院総合政策科学研究科 教授／日本ソーシャル・イノベーション学会共同代表） 

Tatsuro NIIKAWA / Shigeru IMASATO,  Co-directors of JSSI 

 

４）モデレーター / Moderators: 

・青尾 謙（岡山大学副理事／大学院ヘルスシステム統合科学研究科講 ／ SIX 100 メンバー) 

・佐野 淳也（同志社大学大学院総合政策科学研究科 准教授／日本ソーシャル・イノベーション学会 理事） 

Junya SANO, Director of JSSI / Ken AOO, SIX100 member 

 

５）開催形式 / Format:   

Zoom 会議方式、日英両語（逐次通訳あり） 

Zoom meeting, with interpretation support 

☆「お茶会」は基本英語で行いますが、話し合いの要点に絞って逐次日本語への通訳を行います。 
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