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プレゼンテーション・カフェ CFR・ACFRギャザリングランチタイム・ギャザリング

竹井 善昭さん
ソーシャルビジネス・プランナー／マー
ケティング・プランナー／メディア・プ
ロデューサー
司会：小川 宏さん
NPO法人ルーム・トゥ・リード東京チ
ャプター 共同リーダー／准認定ファン
ドレイザー

鬼丸 昌也さん
NPO法人テラルネッサンス　創設者・
理事
司会：高橋 あづささん
NPO法人 SVP東京  パートナー

川添 高志さん
ケアプロ株式会社 代表取締役社長
司会：江口 聰さん
NPO法人しみん基金・KOBE／認定
ファンドレイザー

バーナード・ロスさん
The Management Centre ディレク
ター 
司会：山田 幸代さん
NPO法人キャンサーネットジャパン／認
定ファンドレイザー

長浜 洋二さん
NPOマーケティング研究所代表／公益社
団法人シャンティ国際ボランティア会理事
司会：山田 健一郎さん
公益財団法人佐賀未来創造基金 理事長
／准認定ファンドレイザー

伊藤 健さん
慶應義塾大学　大学院　政策・メディア
研究科　特任助教／NPO法人 SROIネ
ットワークジャパン代表理事
鴨崎 貴泰さん
日本ファンドレイジング協会　事務局次長
認定ファンドレイザー
司会：池本 桂子さん
NPO法人シーズ・市民活動を支える制
度をつくる会

小野 弘人さん
一般財団法人セブン-イレブン記念財団
司会：畠 健太郎さん
認定 NPO法人難民支援協会／准認定
ファンドレイザー

浅井 美絵さん
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ職員／
The Wealthy Mind マネークリニック®
認定トレーナー／認定ファンドレイザー
司会：大西 純さん
NPO法人 SVP東京パートナー／准認
定ファンドレイザー

脇坂 誠也さん
NPO会計税務専門家ネットワーク 副代
表理事／日本ファンドレイジング協会 監
事／准認定ファンドレイザー
司会：佐藤 ゆみ子さん
NPO法人コンカリーニョ 理事／准認定
ファンドレイザー

中村 暖さん
京都造形芸術大学 1回生
司会：膽吹 憲吾さん
淡海ネットワークセンター（公益財団法
人淡海文化振興財団）／認定ファンド
レイザー

加賀屋 克美さん
有限会社加賀屋感動ストアーマネジメ
ント代表取締役
司会：東森歩さん
ファン度レイジング・マーケティング／ NPO
高知市民会議／准認定ファンドレイザー

仲山 進也さん
楽天 楽天大学学長／仲山考材株式会
社 代表取締役
司会：今 加奈子さん
株式会社プラスセンス 代表取締役

佐藤 大吾さん
一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャ
パン 代表理事／ JGマーケティング
代表取締役CEO
司会：堀尾 祥久さん
公益社団法人国際人材革新機構
代表理事／准認定ファンドレイザー

山北 洋二さん
あしなが育英会 常勤監事／日本ファン
ドレイジング協会 理事
峰口 文治さん
三井住友信託銀行 プライベートバンキ
ング部 財務コンサルタント
司会：市川 斉さん
公益社団法人シャンティ国際ボランティア
会 常務理事／准認定ファンドレイザー

木村 真樹さん
一般財団法人あいちコミュニティ財団　
代表理事／コミュニティ・ユース・バン
クmomo　代表理事
司会：河合 裕子さん
公益社団法人被害者サポートセンター
あいち／認定ファンドレイザー

梶 英樹さん
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパン 法人連携部法人担当／東日
本大震災復興支援事業部プログラムマ
ネージャー
司会：戸田 由美さん
高島市職員／認定ファンドレイザー

多賀 俊二さん
中小企業診断士／准認定ファンドレイザー
司会：太田 智子さん
NPO法人マドレボニータ 事務局次長／
准認定ファンドレイザー 石川 圭さん

NPO法人ハンガー・フリー・ワールド　
資金調達担当／認定ファンドレイザー
司会：濱崎 祐一さん
ソニー生命保険株式会社／准認定ファ
ンドレイザー

ジム・マニスさん
Mobile Giving Fundation 創設者兼
CEO
司会：間辺 初夏さん
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟／
認定ファンドレイザー
協力：アメリカ合衆国大使館

駒崎 弘樹さん
認定NPO法人フローレンス代表理事
司会：玉田 雅己さん
NPO法人バイリンガル・バイカルチュラ
ルろう教育センター（ＢＢＥＤ）代表理事

長岡 秀貴さん
認定NPO法人侍学園スクオーラ・今人
代表
司会：田中 洋子さん
日本ファンドレイジング協会会員

吉田 知津子（理映子）さん
市民活動情報センター「ハンズオン！埼
玉」副代表理事
司会：河合 将生さん
office musubime 代表／准認定ファ
ンドレイザー

中村 悦子さん
株式会社ROSES 代表取締役
司会：畠 健太郎さん
認定NPO法人難民支援協会／准認定
ファンドレイザー

菅 文彦さん
合同会社コーズアクション 代表 / 日本フ
ァンドレイジング協会 理事
司会：多田 邦晃さん
日本ファンドレイジング協会会員／准認
定ファンドレイザー

伊藤 健さん
慶應義塾大学　大学院　政策・メディ
ア研究科　特任助教／NPO法人
SROIネットワークジャパン代表理事
司会：大西 純さん
NPO法人 SVP東京パートナー／准認
定ファンドレイザー

山田 泰久さん
公益財団法人日本財団経営支援グル―
プ情報コミュニケーションチーム
司会：江口 聰さん
NPO法人しみん基金・KOBE／認定
ファンドレイザー

脇坂 誠也さん
NPO会計税務専門家ネットワーク 副代
表理事／日本ファンドレイジング協会 監
事／准認定ファンドレイザー
司会：佐藤 ゆみ子さん
NPO法人コンカリーニョ 理事／准認定
ファンドレイザー

山名 清隆さん
ソーシャルコンテンツプロデューサー／
株式会社SCOP代表／日本愛妻家協
会 事務局長
司会：野村 国康さん
日本ファンドレイジング協会会員／准認
定ファンドレイザー

久米 信行さん
久米繊維工業株式会社 取締役会長／CAN
PANセンター理事／社会貢献支援財団理事
司会：高村 和雄さん
認定NPO法人日本ＮＰＯセンター

早瀬 昇さん
日本ＮＰＯセンター代表理事／日本ファ
ンドレイジング協会副代表理事／認定フ
ァンドレイザー
司会：宮原 美智子さん
NPO法人九州環境サポートセンター
副理事長／准認定ファンドレイザー

徳 恵利子さん
公益財団法人 ケア・インターナショナ
ルジャパン マーケティング部
司会：高木 美代子さん
公益財団法人ケア・インターナショナ
ルジャパン マーケティング部長／認
定ファンドレイザー

小林 洋志さん
株式会社博報堂　ライジング・イースト・プ
ロジェクト推進室室長
アシスタント：河内山 信一さん
株式会社シン・ファンドレイジングパートナー
ズ　代表取締役／准認定ファンドレイザー

大石 修治さん
財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽
団 専務理事
伊藤 美歩さん
有限会社アーツブリッジ 代表／日本ファ
ンドレイジング協会 理事
司会：戸田 由美さん
高島市職員／認定ファンドレイザー
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開会セレモニー＆オープニングセッション「世界のファンドレイジングの新たなステージ」（ホール3F）8：30開場

ランチ休憩
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11：00
12：20

12：20
13：40

13：40
15：00

15：30
16：50

17：20
18：40

19：00
21：00

セッション　A2

初 上中

グローバルファンド
レイジング

～世界のファンドレイジング
最新事例

懇親会（ホール３F） ※事前申込制

セッション　A4

上中

ベンチャーフィラン
ソロピー

～アジアで始動した新しい流れ

セッション　B3

初 上中

初 中

日米のディズニーで教
わった感動のサービス
～心の奥を揺さぶるサービス
って、こういうことなんだ！

セッション　B7

初 上中

「ソシモ（SOCIMO）論」
～社会を巻き込む発想をもつ

ためには Part2
（※18：30終了）

セッション　B8

初 中

共感と支援を拡げる
オン・オフラインコミ
ュニケーション
～メール×ブログ×

twitter×Facebook…
ソーシャルメディア道を学ぶ

セッション　B5

初 中

市民を「お客様にしない」
企画とは？

～人がつながる広報のヒント

セッション　B6

初 中

ファン度レイジング
しよう！

～ファンクラブコンサルティ
ングのノウハウ

～即席HP診断

セッション　B4

初

【公募セッション】
17歳のファンドレイジ
ングは共感によって描
く、より良い未来

～第4回ファンドレイジング
大賞特別賞の受賞者が語る

セッション　D1

初 上中

「クラウドファンディン
グ型Eコマース」で寄付
と並ぶ柱をつくる方法
～楽天大学学長が語る「プロ
ジェクトコマース」の潮流

セッション　D2

初 中

JustGivingを活用し
て寄付を集める技術
～10億円を突破した

JustGiving

セッション　D3

初 中

どの団体でも活かせる
HP改善術

セッション　E6

初 中

Save The 
Childrenのファンド

レイジング
～企業との連携を中心に

セッション　E12

初 中

【公募セッション】
ファンドレイザーは
ボランティア？

～ボランティア×ファンドレ
イジング＝効果∞の仕掛け

セッション　E14

初 中

今こそ、リアルな助成金
の活用

～NPOのための助成金に
関する新基準

セッション　E11

中

地域・企業・行政と一
体となって進めた神奈
川フィルの挑戦の軌跡
～基金集めを通じたファン

づくり

セッション　E8

中

寄付税制改正をテコに
成長する

～認定NPOの要件徹底解説

セッション　E8

中

寄付税制改正をテコに
成長する

～ファンドレイジングに
活かすポイント

セッション　B2

中

ソーシャル・ムーブメ
ントの起こし方

～CSR4.0

セッション　A1

上中 上中

ソーシャルインパクト
評価とは

～世界の新しい潮流

セッション　A3

上

モバイルギビング
～米国のモバイルギビング

最前線

セッション　Ｅ1

初 中

社会課題を解決する
ためのマーケティング
～ファンドレイザーが知って
おくべきマーケティングとは？

セッション　Ｅ2

初 中

テラルネッサンス
12年の軌跡

～情報と人脈を最大限に
活かす

～ケアプロのビジネスモデル

セッション　Ｅ7

初 中

ゼロから始めてとこと
んこだわった10年間
～長野発、一教師が日本を
リードするNPOをつくるまで

セッション　Ｅ9

初 中

失敗と成功から学ぶ
『もったいない』
キャンペーン

～1億2000万円達成までの
道のり

セッション　C1

初 中

ワンコイン健診の挑戦
から知る共感の獲得

セッション　C3

初 中

社会を変えるお金の
使い方

セッション　Ｅ3

「助成金頼りの運営に
ならない組織づくり」
～NPOの「顧客」を知ること
による、戦略的な事業展開

と寄付アプローチ

上

セッション　Ｅ25

擬似私募債徹底解説
～擬似私募債の現在と未来

上中

セッション　Ｅ5

遺贈寄付徹底解説
～遺贈を受けられる団体に

なるために

上

セッション　Ｅ13

社会の期待値を高め、
団体を育てるブラン

ディング
～スカイツリーを生んだブ
ランディングのプロから学ぶ

上中

セッション　Ｅ10

参加型組織運営でフ
ァンドレイジング

～中間支援組織で1250万
円集めた秘訣

中

セッション　C2

地域の夢を、
あきらめない。

～地域内“志金”循環モデル
への挑戦

～フローレンスのチャレンジ

セッション　Ｅ4

初 中

【公募セッション】
「お金ください！」って

言えますか？
～ファンドレイジングの「心の
ブレーキ」を発見する方法

ジム・マニスさん　バーナード・ロスさん　ファシリテーター：鵜尾雅隆　協力：アメリカ合衆国大使館

…初心者向け …中級者向け …上級者向け …全ての方へセッションのレベルについて 初 中 上 初 中 上

…初心者向け …中級者向け …上級者向け …全ての方へセッションのレベルについて 初 中 上 初 中 上

ディズニー流
カスタマーサービスの
5つのポイント
香取貴信さん
有限会社香取感動マネジメント
代表取締役
司会：鹿又正光さん（日本ファンドレイジング
協会会員／准認定ファンドレイザー）
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14：00
15：20

15：40
16：00 クロージング・セッション（ホール3F）　第5回 日本ファンドレイジング大賞発表

上中

セッション　A7

初 中

日本の夜明け
～我がコト観と共感資本主義

セッション　B13

初 中

感動がなければ、旅も
仕事もおもしろくない
冒険がなければ、人生

もつまらない
～動けば動くほど夢は近づく

上中

セッション　Ｅ23

地域を変える資金
循環の仕組み

～地域の課題解決に「さり
げなく」参加してもらうには

中

セッション　Ｅ20

初

持続可能なNPOの経営
～ファンドマネージメント＆

ソーシャルキャピタル

中

セッション　Ｅ22

ワールド・ビジョンに
学ぶ支援者コミュニ

ケーション
～“信じて託される団体”で

あるために

セッション　Ｅ24

初

法律の視点から
ファンドレイジングに

必要なこと
～ファンドレイジング行動基
準徹底解説（事例解説編）

上中

セッション　C4

農村資源と都市ニー
ズを結べば10兆円産

業が動きだす！
～農業のビジネスモデル化に

学ぶ

中

セッション　Ｅ21

初

ファンドレイジング
5W1H論

～かものはしプロジェクトの
経験から

深尾 昌峰さん
公益財団法人 京都地域創造基金 理事
長／龍谷大学政策学部 准教授
司会：田中 洋子さん
日本ファンドレイジング協会会員

多田 千尋さん
認定NPO法人日本グッド・トイ委員会
理事長／東京おもちゃ美術館館長
司会：河合 将生さん
office musubime 代表／准認定ファ
ンドレイザー

高木 克巳さん
特定非営利活動法人ワールド・ビジョ
ン・ジャパンマーケティング部 部長
司会：清野 陽子さん
公益社団法人シャンティ国際ボランティ
ア会／認定ファンドレイザー

渋澤 健さん
公益財団法人日本国際交流センター 
理事長／コモンズ投信株式会社 会長
／日本ファンドレイジング協会 理事
司会：久津摩 和弘さん
地域福祉ファンドレイジングネットワー
ク／山口県共同募金会

中村 伸一さん
「地球探検隊」隊長／株式会社エクス
プローラ 代表取締役
司会：小山 久枝さん
NPO法人かながわ女性会議 副代表／
准認定ファンドレイザー

樽本 哲さん
弁護士／准認定ファンドレイザー
司会：池本 桂子さん
NPO法人シーズ・市民活動を支える制
度をつくる会

曽根原 久司さん
NPO法人えがおつなげて　代表理事
司会：堀尾 祥久さん
公益社団法人国際人材革新機構
代表理事／准認定ファンドレイザー

山元 圭太さん
NPO マネジメントラボ 代表／ NPO法
人かものはしプロジェクト日本事業統
括ディレクター／ NPO法人 JANIC 理
事／認定ファンドレイザー
司会：太田 智子さん
NPO法人マドレボニータ 事務局次長／
准認定ファンドレイザー
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12：40
14：00

11：20
12：40

セッション　A6

上中

CRM最前線
～岸本、野村が語る日本の

CRM

セッション　A5

初 上中

飛耳長目
～米国の最新ファンドレイ
ジング事例一挙紹介！～人を動かす

コミュニケーション術

セッション　B9

初 上中

世界を変えるパブリッ
クスピーキング

セッション　B11

初 中

伝えるコツ
～支援者に伝わるコミュニ
ケーションのコツとワザ

セッション　B10

上中

購買行動5つのステップ

セッション　B12

初 上中

【公募セッション】
「個人の“役割”と組織

の“役割”」
～Happy・Happyの関係性
をつくるファンドレイジング

セッション　D4

初 上中

クラウドファンディング
入門

～クラウドファンディングの
入門から具体的活用方法ま

で解説

上中

セッション　D6

上中

戦略的に成長に活かす
ソーシャルメディア
～ブログ・facebookから

LINEまで

セッション　D5

初 中

READYFOR?徹底活用
～クラウドファンディング

成功のポイント

セッション　Ｅ16

【公募セッション】
企業に積極的にアプ
ローチしてみよう！

～企業との多様な協働事例を
学ぶ

～人の興味を引き、行動に
移してもらうには

上中

セッション　Ｅ18

遺産寄付戦略
～なぜファンドレイジングに

遺贈は重要なのか

中

セッション　Ｅ17

Salesforceを100％
活用した支援者獲得
～基本機能と最新機能を

徹底紹介

中

セッション　Ｅ14

初

今こそ、リアルな助成
金の活用

～NPOのための助成金に
関する新基準

上

セッション　Ｅ25

擬似私募債徹底解説
～擬似私募債の現在と未来

上中

セッション　Ｅ19

新規支援者と継続支
援者

～ドナーリスト徹底活用・
成功の三つの鍵

東森 歩さん
ファン度レイジング・マーケティング／ NPO
高知市民会議／准認定ファンドレイザー
司会：北村 政記さん
NPO法人ノーベル／准認定ファンドレ
イザー

濱崎 祐一さん
ソニー生命保険株式会社／准認定ファ
ンドレイザー
司会：鐘ケ江 由香さん
日本ファンドレイジング協会会員／准認
定ファンドレイザー

ランチセッション1 ランチセッション2 ランチセッション3
寄付ぎふと 子供たちに夢のある

人生を伝えたい
独立系ファンドレイザ
ーが語る「ファンドレ
イザーをお仕事にす

るということ」

～ココロを贈る寄付のカタチ
～ある金融機関のCSRの

取り組み
河内山 信一さん
株式会社シン・ファンドレイジングパー
トナーズ 代表取締役／准認定ファンド
レイザー

上中

セッション　Ｅ15

【公募セッション】
映画を活用した

ファンドレイジング
～新規支援者獲得のヒント

プレゼンテーション・カフェ ランチタイム・ギャザリング

蔭山 洋介さん
スピーチライター
司会：小山 久枝さん
NPO法人かながわ女性会議 副代表／
准認定ファンドレイザー

長浜 洋二さん
NPOマーケティング研究所 代表／公益
社団法人シャンティ国際ボランティア会
理事
司会：山田 幸代さん
NPO法人キャンサーネットジャパン／認
定ファンドレイザー

山本 純子さん
株式会社アーツ・マーケティング 代表
司会：玉田 雅己さん
NPO法人バイリンガル・バイカルチュラ
ルろう教育センター（ＢＢＥＤ）  代表理事

寺尾 明人さん
公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟／
認定ファンドレイザー
司会：間辺 初夏さん
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟／
認定ファンドレイザー

はしなが ゆたかさん
感動経営コーロク　取締役社長
司会：清野 陽子さん
公益社団法人シャンティ国際ボランティ
ア会／認定ファンドレイザー

白土 謙二さん
株式会社電通 特命顧問／日本ファンド
レイジング協会 副代表理事
司会：河合 裕子さん
公益社団法人被害者サポートセンター
あいち／認定ファンドレイザー

ショーン・トリナーさん
Pareto Fundraising, Pareto Phone 
共同創設者兼チーフ・エバンジェリスト
司会：市川 斉さん
公益社団法人シャンティ国際ボランティ
ア会 常務理事／准認定ファンドレイザー

遠藤 理恵さん
セールスフォース・ドットコム ファンデーション 
マネージャー
小堀 悠さん
特定非営利活動法人NPOサポートセンター
事務局長代行／認定ファンドレイザー
吉田 憲司さん
株式会社ファンドレックス 取締役／認定ファンド
レイザー
司会：杉本 眞代さん
日本ファンドレイジング協会会員／認定ファンドレ
イザー
協力：セールスフォース・ドットコムファンデーション

イケダ ハヤトさん
プロブロガー
山田 泰久さん
公益財団法人日本財団経営支援グル―
プ情報コミュニケーションチーム
司会：飯田 佑理子さん
日本ファンドレイジング協会会員／准認
定ファンドレイザー

大住 力さん
公益社団法人 難病の子どもとその家族
へ夢を 代表理事 会長
司会：清輔 夏輝さん
チャリティーサンタ 代表

米良 はるかさん
READYFOR? 代表
司会：佐藤 ゆみ子さん
NPO法人コンカリーニョ 理事／准認定
ファンドレイザー

岡 徹さん
ダイレクトマーケティングジャパン株式
会社　代表取締役社長
司会：永田 賢介さん
NPO法人アカツキ 代表理事／准認定
ファンドレイザー

岸本 幸子さん
公益財団法人パブリックリソース財団 
専務理事／日本ファンドレイジング協会 
理事
野村 尚克さん
Causebrand Lab. 代表
司会：河内山 信一さん
株式会社シン・ファンドレイジングパー
トナーズ 代表取締役／准認定ファンド
レイザー

山田 泰久さん
公益財団法人日本財団経営支援グル―
プ情報コミュニケーションチーム
司会：江口 聰さん
NPO法人しみん基金・KOBE／認定フ
ァンドレイザー

多賀 俊二さん
中小企業診断士／准認定ファンドレイ
ザー
司会：太田 智子さん
NPO法人マドレボニータ 事務局次長／
准認定ファンドレイザー

谷口 玲子さん
公益社団法人 アムネスティ・インター
ナショナル日本
司会：木内 満さん
株式会社ウイズダムバンク 代表取締役
／准認定ファンドレイザー

ランチ休憩

セッションのレベルについて …初心者向け …中級者向け …上級者向け …全ての方へ初 中 上 初 中 上

…初心者向け …中級者向け …上級者向け …全ての方へセッションのレベルについて 初 中 上 初 中 上

9：30
10：50

9：00開場




