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プレスリリース

エシカルファッションカレッジ

昨年一日で 1000 人を動員したエシカルファッションカレッジ（以下 EFC) を、今年も開催します。
今年は５月９日（土）の世界フェアトレードデー、５月１０日（日）のコットンの日を記念して２日間に拡大！ 見て感じる映画や、ファッ
ションショー、エシカルショッピングスペース ( 購買部）、実際に触れて体験するワークショップやエシカルな（倫理的な）活動をされ
ている先生方をお迎えしての講義など、「エシカル」が一堂に集まるイベントです。開催に先駆けて、全コンテンツのご紹介をします。
ぜひ、自分に合った、あたなのエシカルを見つけてください。

「Ethical Fashion College」 は、
「エシカルファッション」を切

り口に、「知る」「作る」「感じる」
ことで、楽しみながら気づき、
学ぶ、２日限りの学校です。

「感じる」視聴覚

EFJ × People Tree
エシカルファッションショー　

テーマ「Be the Change」

映画『Garment Girls of Bangladesh
バングラデシュの衣料工場で働く若い女性たち』

映画『ダムネーション』

映画『ヴァンダナ・シヴァのいのちの種を抱きしめて』

” カマレポ・カフェ ” 映画『小さき声のカノン』未公開映像集
映画『バレンタイン一揆』

映画『ビューティフルアイランズ気候変動 沈む島の記憶』

映画『面打』

ファッションショーは、エシカル３大要素で構成します。第１部
は５月９日の世界フェアトレード・デーに因み、「フェアトレード
ファッションショー」を開催。第２部はコットンデーに因んで「エ
シカルコットン」をテーマにスタイリングをします。第３ 部に捨
てられるはずだった素材を使った「アップサイクルファッション
ショー」として発表。ヘアメイクは THE BODYSHO P が担当。

バングラデシュは、いまや世界に名だたる衣料品の貿易国です。
約 200 万人が働いていて、85％が女性。その多くが若い女の子
たち。そんな彼女たちの夢、家族、仕事を追ったドキュメンタリー
映画です。

アメリカ全土につくられたダムの多くは、川を変貌させ、魚を絶
滅させ、期待される発電・灌漑・洪水防止においても低い価値
しか提供していない。ダム「撤去」の選択がアメリカでは現実
になってきた一方で、当たり前に語られるようになるまでには「ク
レイジー」と言われながらも川の自由を求め続けてきた人々の
挑戦があった。

環境活動家であり科学哲学博士のヴァンダナ・シヴァさんを、
辻信一氏（文化人類学者・環境活動家）と仲間たちがインドに
訪ね、生い立ちから、グローバリゼーション、ＧＭＯ（遺伝子組
み換え）などについてインタビューしたドキュメンタリー作品。
制作、出演の辻信一氏と、国内外でのオーガニックコットン普及
で活躍するアバンティ代表取締役渡邊智恵子氏が対談。

子どもたちの未来を守るために、今必要なことは？福島原発事
故後を生きる私たちの未来の姿を模索する話題作『小さき声の
カノン』。今回は鎌仲ひとみ監督をゲストにお迎えして、未公開
映像 " カマレポ " を解説付きで上映。タイトルのカマレポ・カフェ
とは、映像を観た感想をシェアしたり、一緒に考えたりしながら、
周りの人にも伝えていこうという、" 上映付きおしゃべりカフェ " 
のこと。

日本の普通の女の子 3 人が、アフリカのガーナで出会ったのは、
多くの子どもたちがカカオ農園で働かされ、学校に通うこともで
きない「児童労働」という現実。バレンタインデーに、フェアトレー
ドで作られた、本当に愛のあるチョコレートを日本のみんなに
選んでほしい。彼女たちは動き出した。イベントの名は「バレン
タイン一揆」。はたして、彼女たちの想いはみんなに届くのか？

気候変動に揺れる３つの島を描くドキュメンタリー。南太平洋の
ツバル、イタリアのベネチア、アラスカのシシマレフ島。世界を
３周して３年かけ撮影された美しい島の物語は、一切のナレー
ションを排し、島の風と歌声に包ま抱かれながら温暖化の今を
感じる作品。監督・海南友子。プロデューサー・是枝裕和。

22 歳の若手面打師・新井達矢が能楽師・中所宜夫から依頼さ
れ、一つの能面を制作し、その面が能楽公演に使用されるまで
をとらえたドキュメンタリー作品。ナレーションやインタビュー
等、言葉による説明を一切排し、ひとつの四角い木の塊が削ら
れ、剥がされ、次第に表情を帯びていく様をひたすら見つめ続
ける。

■日時：5/9 IID Gallery[1F] 13:00 〜
■参加費：無料　■担当：EFJ / ピープル・ツリー

■日時：5/9 プレゼンテーションルーム [1F] 10:15 〜
■参加費：500 円　■上映時間：64 分

■日時：5/9 プレゼンテーションルーム [1F] 12:00 〜
■参加費：無料　■上映時間：52 分

■日時：5/9 プレゼンテーションルーム [1F]
　　　　14:15 〜、5/10 12:15 〜
■参加費：500 円　■上映時間：58 分 + トーク
■トーク：９日渡邊智恵子（株式会社アバンティ）
　　　　　　　上野宗則（ゆっくり小学校）
　　　　   10 日渡邊智恵子（株式会社アバンティ）
　　　　　　　辻 信一（環境活動家）

■日時：5/9 プレゼンテーションルーム [1F] 16:15 〜
■参加費：500 円　■上映時間：41 分 + トーク
■トーク：鎌仲ひとみ（映像作家）

■日時：5/10 プレゼンテーションルーム [1F] 14:15 〜
■参加費：500 円　■上映時間：64 分 + トーク
■トーク：近藤 光（ACE）

■日時：5/10 プレゼンテーションルーム [1F] 10:15 〜
■参加費：800 円　■上映時間：67 分 + トーク
■トーク：海南友子（ドキュメンタリー映画監督）

■日時：5/10 プレゼンテーションルーム [1F] 16:15 〜
■参加費：500 円　■上映時間：60 分 + トーク
■トーク：三宅 流（映画監督）
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お待たせしました！
プログラム発表！



「この T シャツはどこからくるの？」
—ファッションの裏側にある

児童労働の真実— 参加型ワークショップ

対話型ワークショップ
「エシカルな生き方、働き方って、

どんなもの？

フェアトレード・コンシェルジュ講座　番外編 対話型ワークショップ
「フェアトレードの現場から感じ取る

自分らしく生きるヒント」

対話型ワークショップ
「エシカルな視点をもって暮らすヒント

〜日常のエシカルを見つけよう〜」

高校講座エシカル・ファッション
with 藍染めワークショップ！

エシカルな旅行を楽しむセミナー
「旅は人を変え、社会を変える。」

ORGANIC COTTON LIFE
ー私の知らなかったオーガニックコットンー

たべもののエシカルを考える
〜日本の食はエシカルか？〜

エシカルなファッションを選ぶには
―認証マークのしくみと意味

美しさに犠牲はいらない！ vol.2
〜ファッションで課題解決しよう〜

捨て方をデザインし、使い方を創造する仕事

エシカル消費をはじめよう！

Lee × Over the Rainbow
「 世界を変えるファッションの企画デザイン法を学ぼう！」

フェアなエネルギー

「最大限の安全と最小限の環境負荷」には終点がない

公開プレゼン！！
「御社で POC( プレオーガニックコットン）

を採用していただけますか？」

農業女子プロジェクト×エシカルなライフスタイル

Lee × Over the Rainbow
「 ファッションデザイン学校！ feat 帝人フロンティア」

エシカル男塾
ファッションに欠かせない原料「コットン」。その生産現場では
児童労働が起きています。児童労働を知り、つながりを感じ、
何ができるか一緒に考えませんか？

あらためて問われてみると、エシカルってよくわからない。自分な
りのエシカルを持つには、実践する人のお話を聴くのが一番。生
き方、働き方を通じてエシカルを実践する６名のゲストをお招き
します。カフェの会話を聴くようなかたちでお話をお聴きしたあ
と、参加者同士が感じ考えたことを共有。対話を通じて自分にとっ
てのエシカルな生き方、働き方を見つけるきっかけにします。

フェアトレード・コンシェルジュとして、またエシカルコーディネー
ターとしても活躍中の末吉里花さんによるフェアトレード・コン
シェルジュ講座。番外編の今回は、ゲストにインドからフェアト
レード生産団体の代表をお呼びして開校します。あなたも、フェ
アトレード・コンシェルジュを目指しませんか？

インドからフェアトレードの現場で働く女性をお迎えし、インタ
ビュアーの中土井さんが対話の中から、上手くいった「やり方」
ではなく「心のあり方」に注目し、私たちが無意識のうちに持っ
ている知恵や創造性を導き出す「U 理論」の手法を使った対話
型ワークショップ。

日常の中にあるエシカルって何だろう ?　ゲストと参加者が一緒
になって暮らしの中にあるエシカルアクションを見つけるプログ
ラムです。ゲストそれぞれが専門分野での経験を通じて考える
日常のエシカルアクションとは。ファッションを楽しむ、お水を
使う、ゴミを捨てるといった日常の行動の中にもエシカルな視
点をもって行動するヒントはたくさんあります。

高校の家庭科の授業を再現してご紹介します。天然の藍染めで自
分だけのハンカチを染めながら、楽しくエシカル・ファッション
を学びましょう！　高校生のファッションショーの様子や解説リー
フレットも登場します。高校生に戻って授業を受けませんか？

H.I.S. のエコ・スタディツアーとは、途上国などさまざまな国や地
域の国際問題・社会問題について学び、旅を通じて持続可能な
社会を創ることを目指して企画した旅のこと。旅する本人だけで
なく、ホストとして受け入れる地域の方々にとっても、現地で
求められる活動を通して忘れられない時間と経験を共有するの
が特徴です。エシカルな旅の楽しみ方についてお話します。

肌にやさしい、環境に良さそう。オーガニックコットンを手にする
人が増えています。一方で普通のコットンとの違いが分からない、
高価なイメージ、という声も。多くの消費者にとってオーガニック
コットンはまだ ” 特別なもの ” なのです。これからの私たちの地
球をどう守るべきか、何が良くて、何が大切なのか、自分が感じ
ることが大切です。

エシカルというとファッション・アパレルの分野で認識が拡がって
きているが、食の産業もエシカルか否かを問われている。日本で
はフェアトレードに関する認識が高まってきてはいるが、エシカル
な食ということを考えたとき、非常に低いレベルの国であると言
わざるを得ない。第一、いまの日本は貿易（トレード）より国内
のエシカルを目指すべきなのだ。そうした問題について外観する。

毎日身につけているファッション製品はどんな場所でどのようにし
て作られてきたのだろう？　エシカルな商品を選ぶには、何を基
準にすればよいのだろう？　ファッション製品が作られる過程が
及ぼす環境や社会への影響を考えながら、認証マークの種類や
仕組みについて学びます。

社会課題の解決は、時代の最強キーワードです。ファッションと
いう社会に多大なる影響を与える産業が、課題解決するアクショ
ンをいっせいに起こせば、解決できる課題は山のよう！オーガニッ
ク・コットン、フェアトレードからアップサイクリング、3D プリンター
まで、ファッションによって楽しく、美しく、地球の未来を紡ぐ道
筋について一緒に考えましょう！

株式会社ナカダイは、「多様な価値観と自由な発想で社会に貢献
する」という理念と、「捨て方をデザインし、使い方を創造する会社」
というコンセプトのもと、廃棄物処分業を展開しています。私た
ちの生活と密接に関わる廃棄物との新しい関わり方とは？　廃棄
物が集まる場所とは？　捨てられる仕組みやモノの流れを知り、
これまでの「廃棄」に新しい価値を創造しましょう。

消費とは何か。大量消費社会の今、なぜエシカル消費が広がりつ
つあるのか。歴史を紐解きながらその謎に迫り、持続可能 ( エシ
カル ) な消費者になる意味と方法を考えます。

“ エシカルが選択肢ではなく、みんなの日常に ” という想いのも
と、Lee と Over theRainbow はコラボレーションを通じて「ファッ
ション」を切り口に様々な世界を変える企画に取り組んでいます。
事例紹介と共に、具体的に新商品デザインやプロジェクト企画は
どのようにしていくものなのか。体験型のデザインワークショップ
形式で学びます。

ファッションからフード、投資まで消費する側の私たちの意思で
選んで使うことができるようになってきました。では、暮らしに
欠かせない電気等のエネルギーはどうでしょうか。エネルギーを
選択出来る時代がやってきます！ 今後、自分たちでエネルギーを
選ぶ事が可能になる時代に備えて、海外の事例も踏まえてエシカ
ルな目線で今日本で出来ること、考えていきましょう！

オーガニックコットンを使ったモノづくりでどれだけの CO ２を排
出しているのか。日本からタンザニアまで遡って調査し、算出さ
れた数値とは？環境にやさしいとは何か。本来やるべき事は何か。
無限のチャレンジが始まった。

■日時：5/10 IID Gallery[1F] 12:00 〜 13:45
■定員：36 名　■参加費：無料　■担当：ACE

■日時：5/9 IID Gallery[1F] 16:15 〜 17:45
■定員：50 名　■参加費：無料　■担当：EFC

■日時：5/9 IID Gallery[1F] 14:30 〜 15:40
■定員：80 名　■参加費：無料　■担当：ピープル・ツリー

■日時：5/10 IID Gallery[1F] 10:15 〜 11:45
■定員：60 名　■参加費：無料　■担当：ピープル・ツリー

■日時：5/10 IID Gallery[1F] 14:10 〜 16:10
■定員：53 名　■参加費：無料　■担当：EFC

■日時：5/9 2-A 教室 [3F]　10:15 〜
■定員：20 名　■参加費：500 円　
■講師：葭内ありさ ( お茶ノ水大学 ) ■日時：5/9 2-A 教室 [3F]　11:15 〜

■定員：30 名　■参加費：無料　■講師：鮫島卓 (H.I.S. )

■日時：5/9 2-A 教室 [3F]　15:15 〜
■定員：30 名　■参加費：無料　■講師：作吉むつ美

■日時：5/9 2-A 教室 [3F]　16:15 〜
■定員：30 名　■参加費：無料　■講師：山本謙治

■日時：5/10 2-A 教室 [3F] 17:15 〜
■定員：30 名　■参加費：500 円　
■講師：山口真奈美（Control Union J apan）三好智子（GOTS)

■日時：5/10 2-A 教室 [3F] 15:15 〜
■定員：30 名　■参加費：500 円　
■講師：生駒芳子（ファッション・ジャーナリスト）

■日時：5/10 2-A 教室 [3F]　12:15 〜
■定員：30 名　■参加費：500 円　
■講師：福崎幸乃（株式会社ナカダイ）

■日時：5/10 2-A 教室 [3F]　14:15 〜
■定員：30 名　■参加費：500 円　
■講師：河口真理子（大和総研）

■日時：5/9 2-A 教室 [3F]　17:15 〜
■定員：30 名　■参加費：500 円　
■講師：細川秀和（Lee Japan）佐野里佳子 (Over the Rainbow)

■日時：5/10 2-A 教室 [3F] 10:15 〜
■定員：30 名　■参加費：500 円　
■講師：渡邉悟郎 ( エナジーグリーン株式会社 )

■日時：5/10 2-A 教室 [3F] 11:15 〜
■定員：30 名　■参加費：500 円　
■講師：池内計司 （IKEUCHI ORGANIC)

■日時：5/10 2-A 教室 [3F] 
■講師：伊藤忠商事

■日時：5/9 2-A 教室 [3F]　12:15 start

■日時：5/9 2-A 教室 [3F]　14:15 start

■日時：5/10 IID Gallery[1F] 16:30 〜 18:00
■担当：Lee

「知る」講義

「知る」シンポジウム
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「作る」実習
絞り染め体験

EFJ × ママラチョ GH
残布で作るカラフルなイモムシアクセサリー製作

Over the Rainbow × Lee × アサヒ！
カルピスを飲みながら作る SAKIORIBBON ！

200 種類の布とヴィンテージパーツから選ぶ SAKIORIBBON 
＋バック作り！ ＆ SHOP by Over the Rainbow × Lee

〜もっと世界を感じよう〜
五感で感じるソーシャルトリップ

オーガニックコットンのネックレスづくり
＆フェアトレードの紙芝居

藍とベンガラ染ワークショップ by WORK-ER

コットンの種蒔き

オーガニックで何が変わる？
プリント T シャツから考える地球のこと！

Pre Organic Cotton × Tokyo Cotton Village
インドを感じる糸紡ぎ

エサレンボディワーク｜ロッキンフロー｜ teate セラピー

エシカル　ガーデニング

Lee × Kinuu
デニム残布で作る動物のぬいぐるみワークショップ

Lee × 素の素
オーブン粘土で作るボタンのワークショップ

自分の中のエシカルを育てるヨガ

おとなの遊び場「しゅんさくの部屋」親子参加も大歓迎！

THE BODYSHOP
コミュニティ・フェアトレードメイクアップ講座

JTEF アフリカ、インドの布でつくる
「きっかけづくり」のアクセサリー

Lee のＴシャツを好みの色で絞り染めに挑戦。自分の手で染めた
世界でただ一つだけのオリジナル。そんな体験から洋服がもっと
好きになったり、モノへの愛着を感じるきっかけになればうれし
いです。着られなくなったＴシャツのお持ち込みもＯＫです。（ノリ
が落ちているものに限ります）。

EFJ が気になるデザイナーとタッグを組み、新しいエシカルなワー
クショップを提案する場です。今回は茅ヶ崎にお店のあるママラ
チョ G.H さんとコラボしました！　普段は捨てられてしまうような
細かい切れ端を使って、とってもカラフルな可愛いイモムシのよう
なクシュクシュアクセサリーを作りませんか？

Over the Rainbow × Lee × アサヒは、「ファッション× 食」で世
界を変える様々な企画をしています！　250 年前から続く再生伝
統織物・SAKIORI と Lee デニムを使ってボトルに付けても可愛い
リボンへアゴムを、カルピスを飲みながら作りましょう！

裂き織りは、２５０年前から続く、使い古した洋服を裂いて織り
直す伝統織物。200 種類のカラフルな裂き織りとヨーロッパのヴィ
ンテージパーツで、SAKIORI でリボンアクセサリーや蝶ネクタイを
作ったり！Lee のデニムバッグを組み合わせカスタマイズしたり！

〜もっと世界を身近に感じよう〜をテーマに 360 度バーチャル体
験ができる特殊なレンズなど、五感を使って新しい世界を知るワー
クショップを開催。

私たちが普段着ている服は、何からできていて、どこでどんなふ
うにつくられているのでしょう？紙芝居やクイズ、オーガニック
コットンのネックレスづくりを通して、親子で一緒にフェアトレー
ドやオーガニックを楽しく学ぶプログラムです。大人も子どもも
楽しめます！

ベンガラは土から取れて土に還る染料。媒染剤や火を使わず少量
の水で染めることができ、土ならではの深くやさしい自然な色合
いに染まってくれます。赤、黄、黒、緑、紫などカラフルです。藍
は豆科の天然インド藍を使い、水に溶いて染める藍錠染めをしま
す。ベンガラと藍を混ぜたり、重ねて染めたりすることで青空の
ようなブルー、生葉のようなグリーン、奥深いえんじ色など、いろ
んな色染まります。日本古来の伝統色、人と環境にやさしい染色
です。自然素材ですのでお子様も大歓迎です！ 輪ゴムでしばって
染める “ 絞り染め ” や、板で挟んで柄を出す伝統技法 “ 板締め絞
り ” などの染色技法も体験できます。

5 月の初めはワタの種蒔きに最適な時期です。IID 敷地内の一画
にある、ワタの栽培に適した場所でカラードコットンの種子を蒔
きましょう。コットンは都会のマンションのベランダでも意外によ
く育ちます。ご希望の方には、和棉の種をお譲りします。お昼休
みをはさんで、11 時から棉の種蒔き作業（整地から種とり、種蒔き）
をしていますので、随時お立ちよりください。長くいられる方はコッ
トンにまつわるお話などもできるかと思います。お天気と作業ペー
スしだいでゆるやかに、コットンのはじまりを感じましょう。

アーティスト、カザマナオミさんによるインドオーガニックコッ
トン T シャツのライブスクリーンプリントを行います。また、
オーガビッツがフェリシモ、JICA インド、NGO チェトナオーガ
ニックと協力して進める PEACE BY P EACE COTTON PROJ ECT の
様子もご紹介します。

インド農家のオーガニック移行を支える POC の綿と、糸つむぎカ
フェとして知られる Tokyo Cotton Village とがコラボレーションし
たブース。畑で収穫された綿がどのように糸になるのかを愛すべ
き手間暇により体験出来ます。

ヒューマンポテンシャル運動の発信地、カリフォルニア、エサレン
研究所で生まれたボディ・マインド・スピリットを統合する「エサ
レンボディワーク」や、からだ固有の振動をとらえ、微細なロッキ
ング（揺らし）で波にたゆたうような、瞑想状態へとご案内する「ロッ
キンフロー」、人間本来の自然治癒力のみを使った整体法「teate 
セラピー」が体験できます。

私たちは　古来より自然と共に生きてきました。花たちは　私た
ちひとりひとりの距離をも一瞬にして近づけてしまう自然力を持っ
ています。土や花にふれる。エシカルな視点からガーデニングを
紐解きます。ハーブなどの寄せ植え体験つき。寄せ植えポットは
お持ち帰りいただけます。

デニム残布で動物を作るワークショップ。「捨てられる不要な布」、
「眠っている大切な思い出の布」に、新たな命を吹き込みカタチ

に残します。Lee のジーンズ製造過程に出てくる残布で作るエシ
カルアニマルキット、または ご自身で不要になったデニム ( ご持
参ください ) で、動物を作ります。 

オーブン粘土で作る可愛いクラフトボタンのワークショップ。金太
郎飴のように ' 組み飴 ' 技法で作ります。着なれた洋服もボタンひ
とつで表情が変化！　手作りボタンでお気に入りの洋服を素敵に
カスタマイズしてみませんか。 

ヨガがもたらす 2 つのもの。それはエシカルに取り組む精神的な
美しさと、ファッションをまとう肉体の美しさ。ファッションモデ
ルとして活動中にヨガと出会い、エシカルファッションブランドの
モデルも務めた HIKARU が、ヨガの呼吸法と座ってできるポーズ
をお伝えします。椅子で受けるクラスです。お気軽に参加下さい。

アーティストしゅんさくさんの移動型ちいさな遊び場「しゅんさく
の部屋」。カラフルで面白い、わくわくするフェアトレードの素材
をたくさん使います。何をつくるかは自由。大人もこどもも一緒に
手を動かして、おもいっきりつくることを楽しみましょう！

ザ・ボディショップのメイクアップアドバイザーによるワンポイント
メイク レッスン。コミュニティ・フェアトレード原料のマルーラナッ
ツオイルを配合した製品を使用して、毎日をもっと自分らしく輝か
せるメイクアップのコツをお持ち帰りいただけます。

絶滅の危機にある野生動物の保護活動をする JTEF の活動地で作
られ使用されている布の切れ端を使用したアクセサリーを作りま
す。 その材料がうまれた国で何が起きているかを知る「きっかけ
づくり」のワークショップです。デザイン監修は Selieu（セリュ）。

■日時：5/9、5/10 中庭 10:00 〜　開催 5 回予定（随時受付）
■定員：15 名　■参加費：￥1000（Lee T シャツ込み）
 ￥500（持ち込み） ■時間：25 分
■講師：細川秀和（Lee Japan）荻原圭太（Lee Japan）

■日時：5/10 屋上 10:00 〜 12:00、14:00 〜 17:00（随時受付）
■定員：10 名　■参加費：1000 円〜 2500 円
■時間：30 〜 45 分
■講師：まるか（HUGGIES）ひので（HUGGIES）

■日時：5/10 屋上 10:00 〜（随時受付）
■定員：10 名　■参加費：500 円   ■時間：15 分
■講師：細川秀和（Lee Japan）佐野里佳子（Overthe Rainbow）

■日時：5/9 屋上　10:00 〜（随時受付）
■定員：10 名　■参加費：500 〜 1000 円   ■時間：15 分
■講師：細川秀和（Lee Japan）佐野里佳子（Overthe Rainbow）

■日時：5/9、5/10 屋上　10：00 〜、14：00 〜、16：00 〜
■定員：随時対応　■参加費：無料  

■講師：内田裕香、大田原康裕 ( 株式会社エイチ・アイ・エス )

■日時：5/10 屋上
ネックレスづくり 10:00 〜（随時受付）
紙芝居　10:30 〜、12:00 〜、13:30 〜、15:00 〜
■定員：10 名　■参加費：500 円（紙芝居は無料）
■時間：30 〜 60 分

■講師：フェアトレードガーデン世田谷

■日時：5/9 13:00 start、5/10 10:00 〜 108[1F]
■定員：10 名　■参加費：3000 円   ■時間：30 分
■講師：小渕 裕（古色の美 ナカジマ株式会社）

■日時：5/9 中庭 11：00 〜、14：00 〜
■定員：5 名　■参加費：無料   ■時間：30 分
■講師：石田紀佳

■日時：5/9、5/10 屋上 10：00 〜（随時受付）
■講師：中村洋太郎（豊島株式会社）
　　　　竹内万里子（株式会社フェリシモ）

■日時：5/9 屋上 11:00 〜、13:30 〜、16:00 〜
■定員：10 名　■参加費：1000 円    ■時間：60 分
■講師：トミザワタクヤ・佐々木理恵

■日時：5/9、5/10 屋上 10:00 〜（随時受付）
■定員：各回 1 名　■参加費：1000 円　■時間：10 分
■講師：桑原りえ（ホリスティックヘルスケア研究所）
　　　　有本匡男（ホリスティックヘルスケア研究所）

■日時：5/9 屋上 11:00 〜、14:00 〜
■定員：各回 10 名　■参加費：500 円　■時間：45 分
■講師：佐藤麻貴子

■日時：5/9 屋上 10:30 〜、13:30 〜、16:00 〜
■定員：各回 10 名　■参加費：1000 円　■時間：60 〜 90 分
■講師：衣田雅幸（Kinuu デザイナー）

■日時：5/10 屋上 10:30 〜、13:30 〜、15:30 〜
■定員：各回 10 名　■参加費：1000 円　
■時間：60 分＋ 20 分（焼き時間）
■講師：相馬美穂（クラフトボタンデザイナー）

■日時：5/9 IID Gallery[1F] 10:15 〜
■定員：90 名　■参加費：500 円　
■時間：60 分
■講師：HIKARU（Under the Light）

■日時：5/9、5/10 屋上 10:00 〜（随時受付）
■定員：各回 10 名　■参加費：500 円 ■時間：40 〜 60 分
■講師：しゅんさく（現代美術家）

■日時：5/9 屋上 14:00 〜（随時受付）
■定員：各回 4 名　■参加費：無料 ■時間：20 分
■講師：ザ・ボディショップ メイクアップアドバイザー

■日時：5/9 屋上 10:00 〜（随時受付）
■定員：各回 5 名　■参加費：1000 円 ■時間：15 〜 30 分
■講師：JTEF トラ・ゾウ保護基金
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EFC 実行委員 :

協賛

本ニュースリリースや取材の申し込みに関するお問い合わせは：　
事務局　特定非営利活動法人 ACE　（担当： 岩附 / 召田）　  電話： 03-3835-7555  ファックス： 03-3835-7601  メール： efc@acejapan.org 　http://efc.lee-japan.jp

始まりはリー・ジャパン（株）と特定非営利活動法人 ACE が「BORN in UGANDA ORGANIC COTTON PROJECT」の商品の原材料となるウガンダのオーガニックコットンの生産現場で人権や労働に関わる国際基準が守ら
れているかを確認する CSR レビューを実施したことをきっかけに、エシカルコットンサミット（旧名称：コットン CSR サミット）と題し 2011 年よりアパレル企業や関係者に向けたシンポジウムを開催してきました。
2014 年よりエシカルファッションをより広げようと、コンテンツを大幅に拡充し、様々な企業の参加を得て、丸 1 日、多彩なプログラムを一般消費者向けに提供することになりました。
2013 年　エシカルコットンサミット　http://acejapan.org/info/2013/05/9603/　　2012 年　コットン CSR サミット　https://acejapan.org/info/2012/06/2027/　　2011 年　コットン CSR サミット　https://acejapan.
org/info/2011/05/2019/

開催の背景：

購買部

食堂

展示

Feliz

SlowCoffee

マルシェオーガビッツ

honobono 号

太陽食堂　空いろ

Green Down Project

VEGANIE

INHEELS

monocircus

EDAYA

Liv:ra

衣料品再生プロジェクト Re:

MUJUS

子ども達の生活向上と教育を受ける機会を増やすことを目的に、
その Key となる子どもを持つお母さんとパートナーを組み、技術
移転・デザイン提供を行い雇用を作りアクセサリーの製造販売を
しています。現地の素材を多く使用したフェアトレードアクセサ
リーや国際フェアトレード認証ゴールドを使用した１８ K ジュエ
リー、また、「1Bracelet For 1 Meal Project」というフィリピンの
女性達に製作頂き、商品の売上から子どもの１食分の食事代 100 
円をセブ島の漁村スラムに寄付する商品も。

オーガニック・フェアトレード・自社焙煎のコーヒー屋です。おい
しいうれしいちょっとすごいコーヒーでひと息ついてください♪

「北海道発！日本初！」のオーガニック認定ワインです。北海道の
豊かな台地で愛情たっぷりに育てられた有機 JAS 原料を使った、
唯一の「オーガニック日本ワイン」です。オーガニックならではの
香りと味をぜひご賞味下さい。

湘南で自家採蜜した生はちみつ（非加熱処理）を使った、オリジ
ナルの生はちみつジュースと生はちみつカクテルを提供します。

玄米など体に優しい食材を中心に「なるべくなら健康にね」をコ
ンセプトに肉、魚、たくさんの野菜を食べていただきたくすべて
手作りで料理を提供しています。玄米は、特別栽培米の山形県産
ひとめぼれを使用し、バジルは、静岡県富士宮の馬場修一朗農園
さんで育ったものを使用しています。

今まで使われていた羽毛製品がリサイクルできるんです！　実際
に新たな羽毛製品として生まれ変わったダウンジャケットなどを展
示します。また、羽毛製品の循環や回収の方法などについて紹介
するチラシなどを使い、一人でも多くのみなさんに、羽毛製品が
リサイクルできるということを知ってもらいたい！
不要なダウンジャケット・ベストの当日回収をいたします。お家に
眠っているダウンがございましたらお持ちください。

VEGANIE は、ひとやアートクラフトを力づけるエシカルライフスタ
イルブランドです。インドを中心とした貧困地域の女性や職人に
よるものづくりを支援しています。リサイクルサリーストール、リ
サイクルシルクサリーネックレス、バングル、リサイクルサリー刺
繍バッグ、ポーチ、クッションなど販売。

INHEELS はロンドン発のエシカルファッションブランド。「30 年後
も持続可能なものづくりと消費のあり方」を目指し、サステイナ
ブルな素材を活用したりフェアトレード工場と取引をしたりしなが
ら服や小物を作っています。

小さなアート作品としてデザインされたピアス、ネックレス、ブロー
チ等のファッションアクセサリーを出品しています。複雑な形状を
デザインし、３Ｄプリント技術により製造することによって、これ
まで 100 種類以上のアクセサリーを、エシカルに（最低限の在庫
の製造→ウェイストレス）製造、販売してきました。

失われつつある北ルソン・山岳先住民族の生き方にインスピレー
ションを受けたデザインと、その土地に受け継がれてきた精巧
な職人技のコラボレーションによるステートメント・ジュエリー、
EDAYA は、身に着ける全ての人に未来を切り開くイノベーターとし
てのチカラを与えます。

メイドインジャパンにこだわったエシカルファッションブランド。
生地は厳選された国内メーカーのオーガニックコットン 100% や
シルク、小物にはヴィンテージの着物生地を使用。社会貢献は我
慢ではなく楽しみながらすることだという考えから、「楽しく世界
を変える」をコンセプトにエシカルでありながら POP でカラフル
なデザインを展開している。

京都・ひなやが運営する衣料品再生プロジェクト Re: 。着な
くなった、着れなくなった衣服のリメイクを販売。東京・墨
田を拠点に活動する nusumigui が制作担当。キーワードは
ハンドメイド、ファッション、D.I.Y. 等。

ＮＹ発、椰子の実の種を使ったカラフルなエシカルアクセサリーブ
ランド。今回は、一部、カスタムメイドもできるようなものも準備
しております！　好きなカラー、自分だけの素材で、ファッション
のアクセントになるアイテムを一緒に作ってみませんか？

■日時：5/9、10　スタジオ [2F]

■日時：5/10 スタジオ [2F]

■日時：5/9、5/10 駐車場裏

■日時：5/9、5/10 駐車場裏

■日時：5/9、5/10 駐車場裏

伊藤忠商事株式会社

■日時：5/9、5/10 エントランス

■日時：5/9、10　スタジオ [2F]

■日時：5/9、10　スタジオ [2F]

■日時：5/9、10　スタジオ [2F]

■日時：5/9、10　スタジオ [2F]

■日時：5/9、10　スタジオ [2F]

■日時：5/9、10　スタジオ [2F]

■日時：5/9 スタジオ [2F]
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