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3月１8日（土）１日目

司会：三反田 ひとみ

開会セレモニー ＆ オープニングセッション　インパクト×ファンドレイジングで、未来が動き出す　総合司会 桐島瑞希 会場：交流棟6F 大講義室　同時中継：交流棟５F 501教室

プレゼンテーション
カフェ

地域別
ギャザリング

交流棟になるので
ご注意下さい

協賛
プレゼンテーション

懇親会　会場：交流棟3F カフェテリア

これからの世界の潮流 寄付プログラム コミュニケーション 支援者コミュニケーション 事業戦略 マーケティング 地域の資金循環 チームビルディング ガバナンス 社会貢献教育 キャリアデベロップメント 社会的投資・融資／評価 ファンドレイザーネットワーク助成金
 認定講師　  認定ファンドレイザー　  准認定ファンドレイザー

大講義室〈交流棟〉 401〈交流棟〉 402〈交流棟〉 501〈交流棟〉 302〈教室棟〉 303〈教室棟〉 304〈教室棟〉 305〈教室棟〉 404〈教室棟〉 405〈教室棟〉 406〈教室棟〉 407〈教室棟〉 408〈教室棟〉

世界で最も注目されるファ
ンドレイザーが語る、ソー
シャルイノベーションの未来

Darian Rodriguez Heyman
ファンドレイジングコンサルタント

国連WFP 広報官
司会：保田 由布子

2

中国・香港で展開される
Philanthrokids Academy
の未来（学生に慈善の概念を教え
るプログラム）
～中国における社会貢献教育
プログラムの未来～

Vincent Law
President and Founder 
Philanthrokids Academy

一般社団法人ドリームマップ普及協会　
広報・ファンドレイジング担当 /昭和女
子大学 現代ビジネス研究所　研究員

司会：菰田 明子

17
准認定ファンドレイザー
の次の成長を描こう！
～１年で真の実践力を磨くリ
アル・ストーリー～

12

寄付や投資を通じて、
未来を選ぶ力を培おう
～未来を拓く資本主義とは～

渋澤  健
コモンズ投信株式会社　取締役会
長 / 認定NPO法人日本ファンドレ
イジング協会 理事

松澤 寿典
NPO法人サービスグラント エクゼクティブ
パートナー/NPO法人二枚目の名刺 二枚目
メンバー

斉藤 千尋
株式会社アイエイエフコンサルティング

高橋 恵子
Art for Children’s SHINE ｠メンバー/昭
和女子大　現代ビジネス研究所　研究員

関  伸夫
公益財団法人日本ＹＭＣＡ同盟 国際賛助会 
事務局長

司会：村井 庸平
ファンドレイジング・スクール１期生

村井 庸平
ファンドレイジング・スクール１期生

押切 重喜
フクシノスイッチ　代表

社会貢献教育オープンシンポジウム（2部）
社会貢献教育の最新事例一挙紹介！

34

藤木 正史
東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭ボラ
ンティア部顧問 社会貢献教育ファシリテーター

米原 裕太郎
公益財団法人京都市ユースサービス協会 
ユースワーカー 社会貢献教育ファシリテーター

田中  力
北九州市立鞘ヶ谷小学校教諭

遠山 昌子
一般社団法人生き方のデザイン研究所代表、
社会貢献教育ファシリテーター

大石 俊輔
認定NPO法人日本ファンドレイジング協会 
寄付市場形成事業ディレクター

東京学芸大学附属国際中等
教育学校6年生

司会：桐島 瑞希
フリーアナウンサー

社会貢献教育オープンシンポジウム（1部）
日本社会で社会貢献教育の流れを作り出
していくためには
・基調講演：米国ファンドレイジング
協会AFPの Youth in Philanthropy
拡大のチャレンジ

23

Valerie Mullen Pletcher
Association Fundraising 
Proffessionals Youth in Philanthropy 
committee

深尾 昌峰
一般社団法人全国コミュニティ財団
協会 会長

司会：桐島 瑞希
フリーアナウンサー

高橋 良太
社会福祉法人全国社会福祉協議会 
地域福祉部長、全国ボランティア・市
民活動振興センター所長

資金循環をうむファンドレ
イザーネットワーク
～地域で、全国で、ソーシャルな
人的ネットワークを構築する！～

14

高橋 優介
NPO法人ezorock 
事務局長

山田 健一郎
九州チャプター共同
代表 / 公益財団法人
佐賀未来創造基金 
理事長北山 知明

東海チャプター 共同
代表 / NPO法人福
祉工房あいち 理事 /
一般社団法人メンタ
ルケア研究所 理事

戸田 由美
関西チャプター共同
代表 / 高島市役所
（滋賀県）職員

司会：牧  伸介
北海道チャプター代表

船崎 美智子
中国チャプター共同
代表 /ライフスタイ
ル協同組合 代表理事 
/特定非営利活動法
人やまぐち県民ネット
1理事

葛巻  徹
ＮＰＯ法人花巻市民活
動支援センター 理事
長/ＮＰＯ法人いわて
連携復興センター 
常務理事/公益社団法人
花巻青年会議 理事           

長岡 秀貴
ＮＰＯ法人侍学園スクオーラ今人 理事
長 / 第3回コモンズSEEDCap応援先

今井 紀明
認定NPO法人D×P（ディーピー）理事
長 / 第6回コモンズSEEDCap応援先

株式会社寄付コンシェルジュ　代表取締役

株式会社アイエイエフコンサルティング

NPO法人はちどりプロジェクト 理事長
司会：高村 和雄

3

CSV最前線
～ビジネスによる社会的イン
パクトの創造～

水上 武彦
株式会社クレアン
チーフCSVオフィサー

中尾 洋三
味の素株式会社 グローバルコミュ
ニケーション部

赤堀 久美子
（株）リコー　サステナビリティ推進
本部 社会環境室 CSRグループ
シニア・スペシャリスト

司会：間辺 初夏

18

「デジタルファンドレイジ
ング」最前線
～最新テクノロジーをファン
ドレイジングに活用する海外
の事例～

安藤 昭太
株式会社カルミナ 代表取締役社長 
/ NPO法人 Make it Better 共同
代表・創業者

司会：加藤 たけし

27

プロジェクトチームによる
「コレクティブ・インパク
ト」のすすめ
～「ちた型0～100歳のま
ちづくり基金」の挑戦～

木村 真樹
公益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

岡本 一美
NPO法人地域福祉サポートちた 代
表理事

司会：江口  聰

4

はじめよう！インパクト ×
ファンドレイジング入門～
FRJ２０１７の学びを１０倍
高めるための基礎を学ぼう
高橋 麻子
一般財団法人ジャパンギビング
事務局次長

お茶の水女子大学 学長特命補佐
司会：中村 佳央

11

社会を変えるためのファン
ドレイジング戦略の立て方
～NPO経営戦略の6つの
ステップ～

山元 圭太
株式会社PubliCo 代表取締役
COO / 認定NPO法人 日本ファン
ドレイジング協会理事 / 島根県雲
南市地方創生総合戦略推進アドバ
イザー

司会：間辺 初夏

5

言葉で世界は変えられる
～人を動かすスピーチ、プ
レゼンの力を磨く

蔭山 洋介
スピーチライター

司会：佐藤 友則

13

ライフスタイル協同組合

1分間で、相手のハートを
ぐっとつかむ、奇跡の話術
～あなたは初対面の人に共感
を集められますか？～

イノウエ ヨシオ
株式会社ファンドレックス ファンド
レイジング・プロデューサー

司会：久保田 啓子

41

クリエイティブ・ディレクター／保険募集人

NPO法人ソーシャルベンチャー・パート
ナーズ東京（SVP東京）パートナー 
株式会社ループス・コミュニケーションズ 
コンサルタント

スポーツを通じて社会課
題を解決するには
～ステークホルダーを巻き込ん
だ国内外の事例を一挙ご紹介～

鈴木 友也
トランスインサイト株式会社 代表

司会：田口  達

33

ワールドランナーズジャパン

アジア各国でファンドレ
イジングを成功に導いた
極意

Usha Menon
Management Consultancy

司会：渡辺 日出夫

28

認定NPO法人ADRA Japan 国内事
業担当マネージャー／震災がつなぐ全
国ネットワーク 事務局次長

意味や価値の転換を促す
「まなざしのデザイン」

花村 周寛
ランドスケープアーティスト/一般社
団法人ブリコラージュ・ファウンデー
ション代表理事/大阪府立大学21
世紀科学研究機構・准教授

司会：清水 眞理

26

公益財団法人関西盲導犬協会

チームの力を最大化する
ための夢の共有方法
～一人ひとりの夢をチームの
夢にするために

秋田 稲美
ドリームマップ®考案者

司会：藤本 喜久男

30

国連最強のファンドレイ
ザーに学ぶ！
～ユニセフのファンドレイジ
ング徹底解説～

久木田  純
関西学院大学 学長直属SGU招聘客
員教授 / 国連フォーラム 共同代表

司会：澤口 さやか

10
はじめよう！インパクト×
ファンドレイジング入門
～FRJ２０１７の学びを１０倍
高めるための基礎を学ぼう～

高橋 麻子
一般財団法人ジャパンギビング
事務局次長

司会：宮手  恵

6

馬越 裕子
コモンズ投信株式会社 寄付のしくみ
コモンズSEEDCap＆POINT担当

ＮＰＯ法人回復はどこにでもある 副理事

インパクトの最大化につ
ながる評価とは何か
～財源と事業を成長させる、本
当に使える評価のはじめ方～

平尾 千絵
株式会社ファンドレックス コンサル
タント newdea Japan 統括ディレ
クター / 日本評価学会認定評価士

司会：武澤 次郎

22

社会福祉法人福田会広報・ファンドレイザー

クラウドファンディングを
一時的な資金調達にせ
ず、継続的なファンを作る
方法！
～月間2億円を集める日本
最大クラウドファンディング
READYFORの最新事例か
ら学ぶ～

米良 はるか
READYFOR株式会社 代表取締役
CEO

司会：阿部 浩一

7

株式会社アイエイエフコンサルティング
マネージャー

ファンドレイジングを加速
するテクノロジー
～支援者獲得・育成・活性
化で今日からできる事～

稲垣 亮太
株式会社マルケト 社会貢献プログラ
ム Marketo Social Impact 担当

石野 真吾
株式会社Sansan マーケティング部
マーケティングマネージャー

上田 圭祐
株式会社セールスフォース・ドットコ
ム 非営利セクター専任営業

司会：阿部 賢史

8

株式会社ファンドレックス 取締役

 ファンドレイジングに活
かすデータベース入門編
～Salesforce の導入から
活用まで徹底解説～

上田 圭祐
株式会社セールスフォース・ドットコ
ム 非営利セクター専任営業

Ken wakamatsu
株式会社セールスフォース・ドットコム 
プロダクトマネジメント ディレクター 

司会：吉田 憲司

16

吉田 憲司
株式会社ファンドレックス 取締役

NPO法人ドリームリンクス 理事長

「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～

浅井 美絵
フリーランスファンドレイザー /
 トレーナー

司会：梅原 昌宏

9

認定NPO法人世界の医療団
ファンドレイジングマネージャー

ファンドレイザーを
目指す人のために

資格制度・
ファンドレイジング
スクール説明会

【ランチセッション】

FRJ2016
人気セッション

FRJ2016
人気セッション

株式会社アイエイエフコンサルティング

モノがお金に変わるファ
ンドレイジング
～成功事例／失敗事例から学ぶ、
物品寄付の始め方・拡げ方～

三井 恒雄
物品寄付型ファンドレイジングプロ
グラム『お宝エイド』代表 / TMコ
ミュニケーションサービス株式会社 
代表取締役社長 / 一般社団法人相
続支援士協会 専務理事

司会：三井 慧史

19

鳥居  希
株式会社バリューブックス 取締役 
チャリボンディレクター

NPOと企業の連携
はじめの一歩
～コラボレーションと社員の
主体的な支援活動がもたらす
メリットとは～

小木曽 駿
NPO法人鎌倉てらこや 事務局長

司会：山川 真愉美

29

伊藤 佐和
ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グ
ループ 社会貢献委員会マネージャー

日本取引所グループ 総合企画部
新規事業推進室 調査役

60％を超える普及率の
スマートフォンを使った
寄付集めの極意
～携帯電話利用料と一緒に寄付
できるサービス「かざして募金」
を展開し見えてきたこととは～

司会：須藤 奈応

21

木村 幸絵
ソフトバンク株式会社 CSR統括部 
CSR企画1課 課長

日野 泰宏
ソフトバンク株式会社 CSR統括部 
CSR企画1課

横溝 知美
ソフトバンク株式会社 CSR統括部 
CSR企画１課

【株式会社ファンドレックス協賛】 【公益財団法人笹川平和財団協賛】

【公益財団法人笹川平和財団協賛】

小堀  悠
NPO法人NPOサポートセンター
事務局長

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

NGO資金調達の鍵
～古くて新しいDM活用方法～

Rebecca Gacel
Innovaire Inc. INFA

岡　　徹（あきら）
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：岡　　徹（あきら）

24【Innovairre Inc. 協賛】

【FR大賞受賞セッション】

Richard M. Pordes
CFRE国際募金アドバイザー
Richard M Pordes、LLC会長

仮認定NPO法人アカツキ 代表理事
北九州市立大学 非常勤講師

3秒で出会い、30秒で
語り、3分で寄付獲得
～外資系営業プロに学ぶトーク術～

司会：永田 賢介

25

タラス・クーチン
アプコ・グループジャパン株式会社 
代表取締役社長

野崎 大雅
アプコ・グループジャパン株式会社 
アシスタントマネージャー
仮認定NPO法人アカツキ フェロー

永島 孝尚
アプコ・グループジャパン株式会社 ト
レーニングマネージャー

相手目線の徹底で共感を
集める組織になるために
～7年間で事業規模1億円
を達成できた「相手目線」のプ
ロセス公開！～

司会：日暮 芙美

35

高 亜希
NPO法人ノーベル 代表理事/一般
社団法人collective for children 
共同代表/社会福祉法人大阪ボラン
ティア協会 評議員

【CFR/ACFR限定】

ホープワールドワイドジャパン 代表理事

企業が感動する「寄付つ
き商品」交渉術
～150社以上を手がけてき
たノウハウ大公開～

司会：加藤  敦

38

久津摩 和弘
一般社団法人日本地域福祉ファンド
レイジングネットワークCOMMNET
理事長

【公益財団法人笹川平和財団協賛】

【株式会社アイエイエフコンサルティング協賛】

公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 
職員

中国のファンドレイジン
グ最前線 !

39

Tony Luo
One Foundation

ファンドレイザーのためのボ
ランティアマネジメント入門
～『参加の力』を資金作りにも
活かすために～

司会：南條  勉

37

早瀬  昇
認定NPO法人日本ボランティアコー
ディネーター協会 副代表理事 / 
認定NPO法人日本ＮＰＯセンター 
代表理事 / 認定NPO法人日本ファ
ンドレイジング協会 副代表理事

株式会社アイエイエフコンサルティング

想いをカタチにするファン
ドレイザーになるために
～自分と他者との対話テク
ニック～

司会：池田  愛

36

山元 圭太
株式会社PubliCo 代表取締役COO 
/ 認定NPO法人日本ファンドレイジ
ング協会理事 / 島根県雲南市地方
創生総合戦略推進アドバイザー

株式会社アイエイエフコンサルティング

アートを身近にするため
の仲間づくり
～芸術文化での事例とテーマ
別チャプターについて～

司会：中武 詩津花

31

奥山 大介
公益財団法人札幌交
響楽団 総務営業部 
営業担当マネージャー
北海道チャプター代表 
アートチャプター発起人

金谷 重朗
オフィス北野 / 仮認
定NPO法人東京フィ
ルメックス実行委員
会 /早稲田大学文学
部 非常勤講師

佐藤 ゆみ子
道立市民活動促進セ
ンター 市民活動相談
員 / NPO法人演劇鑑
賞会北座（通称：札幌
えんかん） 副理事長 / 
仮認定NPO法人コン
カリーニョ 理事

伊藤 麻里子
公益財団法人 日本音
楽財団　事業部事業
課 助成金・ファンドレ
イジング担当 / 日本
ファンドレイジング協
会アートチャプター運
営メンバー

ＮＰＯ法人農に学ぶ環境教育ネットワーク

100社・団体との実践経
験から学ぶ、組織を成長さ
せる異業種コラボのコツ

司会：多田 邦晃

20

山田  心
認定NPO法人日本グッド・トイ委員会 
/ 東京おもちゃ美術館 法人運営部
部長

NPO法人二枚目の名刺 プロジェクト
メンバー

団体の発展のための助成
金徹底活用
～助成金の意義、価値、意思
を知る～

山田 泰久
NPO法人CANPANセンター 代表
理事 / 一般財団法人非営利組織評
価センター 業務執行理事

司会：臼田 輝生

15

鵜尾 雅隆
認定NPO法人日本ファンドレイジン
グ協会 代表理事

支援者とのコミュニケー
ションが劇的に変わる、
データベースを活用した
ファンドレイジング（理論編）

32

司会：橋本 貴子
株式会社アイエイエフコンサルティング
マネージャ

津田 はるな
株式会社アイエイエフコンサルティング
事業部長

林  康平
株式会社アイエイエフコンサルティング
シニアマネージャ

山崎  健
株式会社アイエイエフコンサルティング
シニアマネージャ

橋本 貴子
株式会社アイエイエフコンサルティング
マネージャ

ふじぽん
GOENのマスコットキャラクター

ぶつかることを恐れるな！
対立型共感形成
～プロレスで考える、ファンド
レイジング～

44

司会：相浦 圭太
税理士法人TAパートナーズ 代表/一般社団
法人ソシオファンド北九州 事務局長

影山 知明
クルミドコーヒー 店主

山本 修裕
LockUp10000 代表

永田 賢介
仮認定NPO法人アカツキ 代表理事 / 北九
州市立大学 非常勤講師

大庭  勇
認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制
度をつくる会 事務局

池本 桂子
認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制
度をつくる会 常務理事・事務局長

GVA（ジーヴァ）法律事務所 弁護士
NPOのための弁護士ネットワーク

倫理的に判断が分かれる
事例から考えるファンドレ
イジング

司会：重松 大介

40

今田 克司
一般財団法人CSOネットワーク 代表
理事 / 認定NPO法人日本NPOセン
ター
常務理事

木内 真理子
NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン 
副事務局長

岸本 幸子
公益財団法人パブリックリソース財団 
専務理事

Art for Children's SHINE フリーランスファンドレイザー / トレーナー

新事業を立ち上げて軌道
にのせる方法
～第二創業期NPOの新たな
挑戦～

張  一華
NPO法人TABLE FOR TWO 
International 事業開発マネージャー

司会：高橋 恵子

42
地域の課題解決に共同募
金のしくみを徹底活用
～地域をつくる市民を応援す
る共同募金に転換～

青山 織衣
岸和田地区募金会事務局職員 / 
岸和田市社会福祉協議会 地域福祉
課 地域福祉係長 / 関西チャプター 
運営委員

鷹尾 大英
社会福祉法人福井県共同募金会 主任

公原 寿彦
社会福祉法人愛媛県共同募金会
事務局次長

司会：浅井 美絵

43

協賛
プレゼンテーション
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3月１9日（日）2日目 これからの世界の潮流 寄付プログラム コミュニケーション 支援者コミュニケーション 事業戦略 マーケティング 地域の資金循環 チームビルディング ガバナンス 社会貢献教育 キャリアデベロップメント 社会的投資・融資／評価 ファンドレイザーネットワーク助成金
 認定講師　  認定ファンドレイザー　  准認定ファンドレイザー

大講義室〈交流棟〉 401〈交流棟〉 402〈交流棟〉 501〈交流棟〉 302〈教室棟〉 303〈教室棟〉 304〈教室棟〉 305〈教室棟〉 404〈教室棟〉 405〈教室棟〉 406〈教室棟〉 407〈教室棟〉 408〈教室棟〉

なぜファンドレイザーを
キャリアに選ぶのか
～あなたの情熱を形にする 
「ミッションステートメント
作成術」～

46

司会：武澤 次郎
ＮＰＯ法人回復はどこにでもある　副理事長

NGO資金調達の鍵
～DM実践編～
Richard M. Pordes
CFRE国際募金アドバイザー
Richard M Pordes、LLC会長
Rebecca Gacel
Innovaire Inc. INFA

岡　　徹（あきら）
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

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：岡　　徹（あきら）

63

ソーシャル・ファイナン
スの最新動向2017
～マーケット動向から今後の
ファンドレイジング戦略を
考える～

小林 立明
ソーシャル・ファイナンス研究会
代表 /ソーシャル・ファイナンス
支援センター客員研究員究機構客
員研究員

司会：多賀 俊二
草の根金融研究所「くさのーね」
中小企業診断士

47
遺贈寄付の税務
徹底解説
～遺贈寄付を受ける前にこれ
だけは知っておきたい税金の
基礎～

脇坂 誠也
脇坂税務会計事務所 税理士
認定NPO法人NPO会計税務
専門家ネットワーク 理事長

司会：青木 将美
日本財団ドネーション本部ファンドレイジング
チーム/日本財団遺贈寄付サポートセンター

48

【CFR/ACFR限定】
認定ギャザリング

プレゼンテーション
カフェ

【Innovairre Inc. 協賛】

【CFR/ACFR限定】

【CFR/ACFR限定】

開場

クロージング・セッション　 日本ファンドレイジング大賞 会場：交流棟6F 大講義室司会：桐島瑞希

セカンドデイ・オープニング「 
collective impact－
collective fundraising」
～生まれている、これから生まれる
日本型イノベーションの可能性～

大西 健丞
NPO法人法人ピース ウィンズ・ジャパン
代表理事兼CEO/公益社団法人Civic 
Force 代表理事/アジアパシフィックア
ライアンスCEO

深尾 昌隆
公益財団法人京都地域創造基金 理事長 
一般社団法人全国コミュニティ財団協会 
会長 / 龍谷大学政策学部 准教授

井上 英之
INNO-Lab International 共同代表/
慶應義塾大学 特別招聘准教授

白石 智哉
ソーシャル・インベストメント・パートナー
ズ 代表理事/フロネシス・パートナーズ 
共同代表取締役

認定NPO法人日本ファンドレイジング
協会 代表理事

司会：鵜尾 雅隆

税理士法人TAパートナーズ 代表
 一般社団法人ソシオファンド北九州
事務局長

45

インパクトを求める
資金提供者
青柳 光昌
日本財団　ソーシャルイノベーション本
部 上席チームリーダー

山中 礼二
一般財団法人KIBOW インパクト・イン
ベストメント・チーム ディレクター
グロービス経営大学院 教員

・モデレーター 水谷 衣里
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 
副主任研究員 / 公益財団法人あいち
コミュニティ財団評議員

司会：相浦 圭太

52

喜田 亮子
公益財団法人トヨタ財団プログラム
オフィサー 国内助成グループ担当

木村 真樹
公益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

みつき税理士法人　みつきコンサル
ティング株式会社

人生の集大成としての
社会貢献
～遺贈寄付のストーリーと
実現する仕組み～

石原 達也
一般社団法人全国コミュニティ財団協
会　理事・事務局長 / NPO法人 みんな
の集落研究所 代表執行役

司会：土屋 賢治

68

株式会社アイエイエフコンサルティング

NPO・地域づくりのため
の実践評価入門
～社会的インパクト評価の
なぜ・なに・どうやって～

司会：斉藤 千尋

53

加藤  剛
トヨタ財団 国内助成グループ プログラ
ムオフィサー / 「NPO評価研究所」主宰

日本ＹＭＣＡ同盟／国際賛助会 事務局長

ＮＰＯのブリッジパーソン
が地域活性化の要
～墨田区版DMOが実現す
る社会的インパクト～

司会：関  伸夫

55

久米 信行
一般社団法人墨田区観光協会 DMO担
当理事 / 久米繊維工業株式会社取締役
会長 / 明治大学 商学部講師
（ベンチャービジネス論）

㈱シン・ファンドレイジングパートナーズ 公益財団法人関西盲導犬協会
一般社団法人Music Dialogue ／音楽
ライター

ソーシャルデザイン入門
～「自分のため」から「社会の
ため」へ。多様化する価値観に
どう伝えていくか～

司会：河内山 信一

69

福田  淳
株式会社ソニー・デジタルエンタテイン
メント・サービス 代表取締役社長　

並河  進
電通ソーシャル・デザイン・エンジン代表

ソーシャル・インパクト・
ボンド（SIB）最前線！
～いよいよ日本でも本格導入
目前！動き出す日本の現状と
これから～

司会：後藤 千絵

70

幸地 正樹
ケイスリー株式会社 代表取締役
ソーシャルインパクトボンドジャパン運営

伊藤  健
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究
科 特任講師 / NPO法人SROIネット
ワークジャパン 代表理事
AVPN日本 アドバイザー

なぜあの人の言葉は、心
に響き、共感を得るのか
(基本編）
～キング牧師やオバマ大統領
が用いた「私たちの物語を語
る」方法を学ぶ～

司会：伊藤 美洋

59

鎌田 華乃子
NPO法人コミュニティ・オーガナイジン
グ・ジャパン 代表理事

笠井 成樹
NPO法人コミュニティ・オーガナイジン
グ・ジャパン フェロー / 慶応義塾大学
SFC研究所 所員 / 社会創発塾 塾頭

なぜあの人の言葉は、心
に響き、共感を得るのか
(実践編）
～キング牧師やオバマ大統領
が用いた「私たちの物語を語
る」方法を学ぶ～

司会：小室 敬幸

71

鎌田 華乃子
NPO法人コミュニティ・オーガナイジン
グ・ジャパン 代表理事

笠井 成樹
NPO法人コミュニティ・オーガナイジン
グ・ジャパン フェロー / 慶応義塾大学
SFC研究所 所員 / 社会創発塾 塾頭

実務に使える！NPO研究・
行動経済学のフロンティア
～最先端研究から分かった寄付
者の心理と行動、徹底解説～

72

司会：藤本 喜久男

佐々木 周作
日本学術振興会特別研究員 / 大阪大学

石田  祐
宮城大学 事業構想学部 准教授

坂本 治也
関西大学法学部 教授

株式会社ファンドレックス コンサルタン
ト newdea Japan 統括ディレクター
日本評価学会認定評価士

プラットフォーム型レボ
リューション
～ゼロから年100億円規模の
NPOを育てた経験を語る～

73

司会：平尾 千絵

大西 健丞
NPO法人ピース ウィンズ・ジャパン
代表理事兼CEO
公益社団法人Civic Force 代表理事
アジアパシフィックアライアンスCEO

導入したデータベースを
使い倒す方法
～実践で活かせる7つの施策
と指標～

司会：相澤 順也

61

小堀  悠
NPO法人NPOサポートセンター
事務局長

相澤 順也
株式会社ファンドレックス

社会起業家・NPO経営者
公益財団法人パブリックリソース財団　
事務局長

彼を知り己を知れば百戦
殆うからず！
～ファンドレイジングを成功に
導くNPOのマーケティング～

司会：大野 博之

56

長浜 洋二
株式会社PubliCo 代表取締役CEO

特定非営利活動法人日本補助犬情報セ
ンター 専務理事兼事務局長

地域イノベーションの
ファシリテータ

司会：橋爪 智子

64

深尾 昌峰
公益財団法人京都地域創造基金
理事長 / 一般社団法人全国コミュニ
ティ財団協会 会長 / 龍谷大学政策
学部 准教授

浅井 美絵
フリーランスファンドレイザー
 トレーナー

企業パートナーシップ
戦略大公開！
～企業連携でインパクトを生
み出す組織になる～

高木 美代子
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NPO法人日本ファンドレイジン
グ協会 理事

小國 泰弘
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社 CSR・SDGs推進室 シニ
アマネジャー

司会：西村 昌弘
クラウドファンディングコーディネーター

49

支援者の「成長」と遺贈寄
付の最前線
～Donor Cultivation and
　 Legacy Gift ～

Stephen George
英国ファンドレイジング協会 副会長
／ファンドレイジングコンサルタント

司会：末吉 祥子

51
アジアの大学と病院で実
践されるファンドレジジン
グ紹介

Bekay Ahn
The International Council for 
Nonprofit Management 
(ICNPM)

司会：田口 由紀絵

57

なぜ、あのひとは寄付を
したのか？
～寄付者の背中を押したもの
を科学する～

徳永 洋子
ファンドレイジング・ラボ 代表
認定NPO法人日本ファンドレイジン
グ協会 理事 / 公益財団法人佐賀未
来創造基金 理事

司会：橋本 貴子
株式会社アイエイエフコンサルティング
マネージャ

50

失敗事例から学ぶファン
ドレイジングの本質

鵜尾 雅隆
認定NPO法人日本ファンドレイジン
グ協会 代表理事

司会：鵜尾 雅隆
認定NPO法人日本ファンドレイジング協会
代表理事

54

【株式会社アイエイエフコンサルティング協賛】
支援者とのコミュニケー
ションが劇的に変わる、
データベースを活用した
ファンドレイジング（実践編）

山田 健一郎
九州チャプター共同代表 / 公益財
団法人佐賀未来創造基金 理事長

門田 瑠衣子
NPO法人エイズ孤児支援NGO・
PLAS 代表理事 / NPO法人国際協
力NGOセンター 理事

吉田 一紀
NPO法人発達わんぱく会 事業推進部
部長

司会：林  康平
株式会社アイエイエフコンサルティング
シニアマネージャ　

65
「こどもの貧困」から学ぶ
～課題認知拡大からはじめる
ファンドレイジング徹底解明～

村井 琢哉
NPO法人山科醍醐こどものひろば 
理事長

渡辺 由美子
NPO法人キッズドア
理事長

久津摩 和弘
一般社団法人日本地域福祉ファンド
レイジングネットワーク
COMMNET 理事長

司会：鎌田  淳
NPO法人ブリッジフォースマイル

74【CFR/ACFR限定】
つながりが生まれる、夢を
紡ぐギャザリング
～有資格者限定の交流ワーク
ショップ～

船崎 美智子
中国チャプター共同代表 /ライフス
タイル協同組合代表理事/
NPO法人やまぐち県民ネット21
理事

司会：三井 恒雄
"物品寄付型ファンドレイジングプログラム
『お宝エイド』代表 / TMコミュニケーション
サービス株式会社 代表取締役社長"
　

66

【公益財団法人笹川平和財団協賛】 【公益財団法人ベネッセこども基金協賛】

行政書士、ファイナンシャルプランナー

そのファンドレイジング、
本当に合法ですか？
～善意の資金集めに潜む法的リ
スクを弁護士が解説します！～

樽本  哲
NPOのための弁護士ネットワーク
代表 / 弁護士

司会：水島 正起

58

認定NPO法人日本ファンドレイジング
協会 寄付市場形成事業プログラム・ディ
レクター 株式会社ファンドレックス

ベネッセこども基金×日本
ファンドレイジング協会・
学校向け教育プログラム
「ソーシャルリーダーシップ
プログラム」体験セッション

龍  千恵
公益財団法人ベネッセこども基金 
事務局長

小松 ゆかり
公益財団法人ベネッセこども基金 
事務局 企画担当リーダー

大石 俊輔
認定NPO法人日本ファンドレイジン
グ協会 寄付市場形成事業プログラ
ム・ディレクター

司会：大石 俊輔

60
佐賀発！地方から発信す
る資金調達
～佐賀はNPO先進県～

司会：日隈  諒

62

岩永 清邦
認定NPO法人地球市民の会 事務局長 /  
公益財団法人佐賀未来創造基金 副理事長 / 
佐賀から元気を送ろうキャンペーン 委員長

NPO法人SuccaSenca

山田 健一郎
九州チャプター共同代表 / 公益財団法
人佐賀未来創造基金 理事長 / 一般社
団法人全国コミュニティ財団協会 理事

横尾 隆登
NPO法人Succa Senca 代表理事 /
 公益財団法人佐賀未来創造基金 副理
事長 / 全国農協青年組織協会 理事

・ファシリテーター
イノウエヨシオ
株式会社ファンドレックス ファンドレイ
ジング・プロデューサー

ファンドレイザーを
目指す人のために

資格制度・
ファンドレイジング
スクール説明会

山北 洋二
認定NPO法人日本ファンドレイジング
協会 理事/一般社団法人全国レガシー
ギフト協会 理事

徳永 洋子
ファンドレイジング・ラボ 代表 / 公益財
団法人 佐賀未来創造基金 理事

樽本  哲
NPOのための弁護士ネットワーク代表 
弁護士

クラウドファンディングコーディネーター

クラウドファンディングで
国際協力のお金の流れを
加速させる！
～資金調達だけでない、支援
者とのリレーションシップづく
りの秘訣を公開～

司会：西村 昌弘
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田才 諒哉
READYFOR株式会社 国際協力事業部 
マネージャー

鎌倉 幸子
READYFOR株式会社 アドバイザー
アカデミック・リソース・ガイド株式会社 
リレーションズ・ストラテジスト / かまくら
さちこ株式会社 代表取締役

協賛
プレゼンテーション

協賛
プレゼンテーション

※軽食あり

【会員限定】
モーニングセッション

8:30-9:15




