
HT埼玉東秋の外装キャンペーン

日本ファンドレイジング協会設立発起人
Japan Fundraising Association

幸せの連鎖を生み出すためにファンドレイジングの革新を通じて、寄付文化の革新を実現します

SPONSOR LIST

【あ行】   
相沢　勝 　　 財団法人横浜市芸術文化振興財団
相宮　佳子  ＮＰＯ法人東京賢治の学校　
 自由ヴァルドルフシューレ　渉外担当
青木　健太  ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト　共同代表
青木　康三郎  ＮＰＯ法人アクティブミドル国際協会　代表理事
アオキ　ハルオ アートマネジメント動画ブログ ヒトミテ
青木　将幸  青木将幸ファシリテーター事務所　代表
青柳　光昌  日本財団　海洋グループ　チームリーダー
赤木　勝幸  ＮＰＯ全国福祉理美容師養成協会　理事長
赤瀬　浩成  メイド･イン･ジャパン･プロジェクト株式会社　
 代表取締役
秋尾　暢宏  日本民際交流センター　諮問委員
秋葉　美知子 活水女子大学
秋元　祥治  ＮＰＯ法人G-net　代表理事
秋寄　光輝
浅井　峰光  ＮＰＯ法人G-net
安達原　文彦  ＮＰＯ法人曼荼羅祈り写仏の会
安部　邦昭  ＮＰＯ法人生態工房　理事長
天野　敦之  公認会計士天野敦之事務所
天野　竹行  ＮＰＯ法人ＮＰＯ愛知ネット
新井　隆太  ＮＰＯ　Ｃａｕｓｅ( 申請中 )　事務局長代理
新垣　陽輔  東京大学学部生
荒木　亮
荒木　洋司
有田　敏行  第三期さいたま市中央区区民会議委員
有田　典代  ＮＰＯ法人関西国際交流団体協議会　事務局長
安斎　勇樹   MindsetSchool　代表
家安　勝利  財団法人東京フィルハーモニー交響楽団　
 事務局次長兼支援室室長
五百竹　宏明  県立広島大学経営情報学部　准教授
井口　和宏 慶応大学総合政策学部生
井口　百合香  　NPOつくばアーバンガーデニング　事務局長
池内　ひろ美  東京家族ラボ　代表
池田　修   BankART 1929　代表
池田　佳代  ＮＰＯ法人おおた市民活動推進機構　代表理事
池田　潔  個人・CFP
池田　誠  財団法人北海道国際交流センター（HIF）　事務局長
池本　桂子  ＮＰＯ法人ヘリテイジ・トラスト　理事
井坂　紗織  慶應義塾大学
石井　政之  ジャーナリスト
石井　綾華  学生社会起業プロジェクトチーム SOL
 学生団体 VOICE
石井　宏明  ＮＰＯ法人難民支援協会
石川　淳
石田　達也  ＮＰＯ法人宮崎文化本舗
石本　貴之  株式会社サーベイリサーチセンター
磯崎　剛  ＮＰＯ法人しずおかＮＰＯセンター

市川　望美  ＮＰＯ法人せたがや子育てネット　理事
 アミーゴプリュス合同会社　代表社員
市来　広一郎   N P O　atamista　代表
一本木　博之  有限会社エルテナ　代表取締役
伊藤　香織  ＮＰＯ法人ギビング・ハンズ
伊藤　健  ＮＰＯ法人 ISL　ディレクター
 （社会イノベーションセンター統括）
伊藤　憲祐  NGO　SHARE　代表アドバイザー
伊藤　昂介  慶應義塾大学学部生
伊藤　紀子 　　元 NPO職員　育児休業満喫中
伊藤　聡一郎
伊藤　武志  東京大学人工物工学研究センター　客員研究員
伊藤　徳宇  個人
伊藤　靖兼  株式会社星野リゾート
稲橋　真由美
稲熊　伸治  ＮＰＯ法人アワープラネット・ティービー　理事
稲場　雅紀  ＮＰＯ法人アフリカ日本協議会　
 国際保健部門プログラム・ディレクター
稲見　繁實  はたらく工房　はらから　代表
乾　　さや子
井野　孝紀  株式会社リンクアップクリエーション　代表取締役
井上　朋和
井ノ上　美津恵 ＮＰＯ法人浜松ＮＰＯネットワークセンター　代表理事
井上　裕太  マッキンゼー・アンド・カンパニー　コンサルタント
イノウエ　ヨシオ 環境 NGO「いただきます！プロジェクト」共同代表
 走れオヤジプロジェクト事務局長
猪股　豊  日本コミュニティサポート株式会社
今林　和哉  ＮＰＯ法人サポートグループほわほわの会　副代表理事
今村　晃章  社会福祉士
岩附　由香  ＮＰＯ法人ＡＣＥ　代表
岩永　清滋  ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク理事
岩原　泰子 Pan Pacific South-East Asia Women's Association,
 Atuko Fish Foundation 08 Fellow(Boston,USA)
岩船　雅美  シーズ会員
岩本　直子  芸術団体のための
 ファンドレイジング・アクション・コミティー（FACA)
上田　英司  ＮＰＯ法人ＮＩＣＥ（日本国際ワークキャンプセンター）　事務局長
上田　敬
植村　昇  八王子市民活動協議会　理事
臼木　信義  臼木経営戦略・環境事務所
鶉橋　綾子  スターゼン株式会社　参与
 株式会社スターゼン商品開発研究所　専務取締役
内田　優子  エグゼクティブコーチ /ライフコーチ
内田　洋平  明治大学 /Change For Japan
宇野　豪佑  カンボジア国際教育支援基金
宇山　高史  普通の市民

江川　和弥 ＮＰＯ法人寺子屋方丈舎　理事長
 ＮＰＯ法人うつくしまＮＰＯネットワーク　副理事長
 ＮＰＯ法人フリースクール全国ネットワーク　理事
江口　聰  ＮＰＯ法人しみん基金 KOBE　事務局長
江崎　礼子  世界の子どもにワクチンを日本委員会　事務局次長
榎本　尉孝  ＮＰＯアニマート
榎本　善晃 有限会社テトルクリエイティブ /株式会社テトル
 NPO　Cause( 申請中 )/ シブヤ大学
江渕　桂子  大阪ボランティア協会
遠藤　士郎  株式会社エースデザイン　代表取締役
大井　明弘  ＮＰＯ法人エコラ倶楽部　　理事長
大石　俊輔  せんだい・みやぎNPOセンター　職員
大上　理恵
大川　新人  明治学院大学　講師
大川　淑子  理学療法士　介護支援専門員
大久保　朝江  ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる　代表理事
大社　充  ＮＰＯ法人グローバルキャンパス　理事長
大澤　寅雄 株式会社ニッセイ基礎研究所　芸術文化プロジェクト室
 ＮＰＯ法人アートNPOリンク
大澤　龍  ＮＰＯ法人日韓アジア基金・日本　理事
大杉　春子  IM
太田　良行  ＮＰＯ法人矢島フォーラム　理事長
太田黒　周  ＮＰＯ法人ＣｏＣｏＴ
大野　覚 Intern on Sustainability & Student Engagement, 
 The CUNY Sustainability Project, The Office of the Deputy
  Chief Operating Officer, The City University of New York
大野　博之  ＮＰＯ法人地球市民の会　専務理事兼任事務局長
大橋　史信  ＮＰＯ法人　CRファクトリー　事務局長
大原　悦子  フリージャーナリスト
大堀　研  東京大学社会科学研究所　特任研究員
大前　敬祥 香港科技大学ビジネススクール 
 Representative  of  MBA  Association/Japan  Club,  Class  of  2010
大前　美郎  立命館大学　職員
岡崎　博之  行政書士 /ＮＰＯ法人メンターネット　理事長
尾形　忍  株式会社精密　専務
岡田　佳久  株式会社オーブレイン　代表取締役
岡見　浩子  チルドレンズ・エクスプレス　専務理事
岡本　民夫  社団法人京都ボランティア協会　理事長
 同志社大学　名誉教授
小川　宏  Ｒｏｏｍ ｔｏ Ｒｅａｄ 東京チャプター　ファンドレイザー
小川　真史  議員秘書
荻上　健太郎  公益活動の情報志援士 /日本財団
荻野　夏子  ＮＰＯ法人もうひとつの働き方ネットワーク　理事長
荻野　善昭  ＮＰＯ法人環境まちづくりネット　理事長
小熊　浩典 ＮＰＯ法人こぱてぃ－子ども参画イニシアティブ　理事長
 Youth　Tune　Network　代表
小倉　千枝  学生
小倉　順子  ＮＰＯ法人和光まちづくりＮＰＯセンター　理事
小田　正規  一般社団法人公共政策プラットフォーム　事務局長
小田　るい  ソーシャルベンチャーパートナー東京　パートナー
小竹　直隆  NPO 法人江戸城再建を目指す会
落合　博幸  ＮＰＯ法人網膜変性研究基金　Webサイト担当
鬼丸　昌也  ＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス　理事長
尾上　晃二

小柳津　浩之  技能ボランティア海外派遣協会　事務局長

【か行】
甲斐　理沙
甲斐田　万智子 ＮＰＯ法人国際子ども権利センター（C-Rights）　代表理事
海津　一義  税理士 /ＮＰＯ法人地域たすけあいネットワーク　理事
片石　修三  障害分野ＮＧＯ連絡会　事務局長
片岡　良範  ＮＰＯ法人夢＆環境支援基金　専務理事・事務局長
片山　泰輔  静岡文化芸術大学文化政策学部　准教授
加藤　慎康  ＢＳＯ_大ナゴヤ大学準備室　発起人
加藤　種男  アサヒビール芸術文化財団　事務局長
 横浜市芸術文化振興財団　専務理事
加藤　俊也  公認会計士
金井　国利  ＮＰＯ法人網膜変性研究基金　理事
金井　聡  ＮＰＯ法人国際自然大学校　
 本当にやりたい！ことプロジェクト　コーディネーター
金井　匡彦  ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京　ディレクター
金井　陽子
金子　直人  アイセック一橋大学委員会　2009年度外部関係局　局長
兼田　智彦  日本子どもの虐待防止民間ネットワーク　事務局長
加納　尚明  ＮＰＯ法人札幌チャレンジド　元理事・事務局長
鎌倉　幸子  社団法人シャンティ国際ボランティア会東京事務所　
 国内事業課　課長
上村　武男  ソニーマーケティング株式会社
神山　直規 米国公認会計士　税理士　公認不正検査士 (CFE)　
 グアム大学日本事務局専任講師
神山　元子 Internet Securities, Director of Nonprofit Organizations, 
 Financial Consultant
亀田　ともみ  コミュニティ・ユース・バンクmomo
嘉門　啓太  東京大学医療政策人材養成講座　特任助教
加山　美津子  ＮＰＯ法人 国際子ども権利センター　職員
川上　晃史  アイセック・ジャパン
河口　秀樹  ＮＰＯ法人自然環境復元協会　事務局次長
河尻　陽一郎  株式会社グロービス
川竹　大輔  ＮＰＯ法人デジタルこうち推進協会　専務理事
川畑　光功  GIS コーディネーショングループ　Amaterasu Project
川畑　亮子  Ernst　&　Young　エリア戦略　ブランディング担当
河村　洋  ニュー・グローバル・アメリカ
菅　　宏司  ライフネット生命保険株式会社　事業開発部長
菅野　直行  明治大学　特任補佐
岸本　亜貴  日本ボクシング機構　代表
岸本　周平  中央大学大学院客員教授
鍛　　真由美  財団法人ジェスク音楽文化振興会
北嶋　覚子  30MIN.RECORDS　FR 担当
北出　久幸  スペシャルオリンピックス日本・福井設立準備委員会
北野　智子  株式会社ヘッドジャパン
木村　公一  財団法人ボーイスカウト日本連盟事務局総務グループ　副グループ長
木村　真樹  コミュニティ・ユース・バンクmomo　代表理事
日下部　桂  雪のふるさとＬＬＰ　代表
草苅　信太郎  行政書士草苅信太郎事務所
草野　竹史  環境 NGO　ezorock
楠　　康夫  ＮＰＯ法人阿見アスリートクラブ　代表
久津摩　和弘  社会福祉法人山口県社会福祉協議会　主事
クマール　ラトネッシュ
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熊篠　慶彦  ＮＰＯ法人ノアール　理事長
倉田　了輔  至誠学舎東京吉祥寺ホーム　生活支援員
倉林　美和  ＮＰＯ法人地球の友と歩む会 /LIFE
倉本　武昭  アイ・システムズ　代表
黒崎　真理子
黒澤　岳博  ボーイスカウト三郷第 1団 / 城西大学非常勤講師
黒田　武志  ネットオフ株式会社　代表取締役
黒田　真知子
桑名　恵  ＮＰＯ法人　ジャパン・プラットフォーム　事業総括
桑野　秀男  ＮＰＯ法人アフタースクール　代表理事
呉　　哲煥  ＮＰＯ法人 CRファクトリー　代表理事
小出　佳子  ＮＰＯ法人網膜変性研究基金　理事長
高妻　孝光  ＮＰＯ法人宮崎文化本舗
河野　一子  ＮＰＯ法人乳がんサポートグループＶＯＩＣＥ
功能　聡子  いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク
香丸　眞理子  ＮＰＯ法人アビリティクラブたすけあい　理事長
古閑　裕典
児玉　忠弘
小堤　音彦  ユナイテッドピープル株式会社
五島　朋子  鳥取大学地域学部附属芸術文化センター
後藤　光利
小沼　大地  マッキンゼー・アンド・カンパニー
小林　篤
小林　香織  笹川平和財団　主任研究員
小林　沙織  フェリス女学院大学 4年
小林　規男  ＮＰＯ法人 21 世紀社会デザインセンター　理事長
小林　光  環境省
小林　真紀子  ＮＰＯ法人横浜シュタイナー学園　
 事務局代表・運営委員（理事）
小林　薫郁  ＮＰＯ法人網膜変性研究基金　監事
小林　庸平  ＮＰＯ法人 Rights　副代表理事
小堀　悠
駒崎　弘樹  ＮＰＯ法人フローレンス　代表理事
小紫　雅史  中間法人プロジェクト K　副代表
 在米日本国大使館　一等書記官
小山　訓久  ライター /シングルマザー支援NPO準備委員会　代表
今田　徹也  社団法人大阪フィルハーモニー協会　経営企画室長
近藤　ナオ  ASOBOT　クリエイティブディレクター　
 兼　シブヤ大学　ディレクター
近藤　正隆  ＮＰＯ法人ウヤギー沖縄（申請中）
金野　索一  NPO「政策学校・一新塾」
 寄付サイト「ガンバNPO」創設者
 財団法人東京コミュニティー財団　評議員

【さ行】
西條　拓磨  ＳＶＰ東京
齋藤　克子  ＮＰＯ法人ＮＰＯ埼玉ネット　代表理事
齊藤　修一  アイムス旭山公園
斎藤　ちず  ＮＰＯ法人コンカリーニョ　理事長
斎藤　朋矢  クリエイティブ・ディレクター
佐伯　誠  ＮＰＯ法人地域とともに生きるめだかの会　理事
嵯峨　生馬  ＮＰＯ法人アースデイマネー・アソシエーション
酒井　恵一  宇部市地球温暖化対策ネットワーク　幹事

坂上　和子  ＮＰＯ法人病気の子ども支援ネット　
 遊びのボランティア　理事長
坂崎　あゆみ  慶応義塾大学 SFC 井上英之ゼミ環境情報学部　４年生
坂田　顕一  一般社団法人公共政策プラットフォーム
坂田　憲治
坂根　宏治  独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）　インドネシア事務所　企画役
坂之上　洋子  ブランド経営コンサルタント
坂本　文武  ウィタンアソシエイツ株式会社
作田　知樹  NPO Arts and Law　代表
桜井　なおみ  ＮＰＯ法人ＨＯＰＥプロジェクト
佐々木　敏夫
佐々木　宏知  シチズン・プロジェクト &ワークス
佐々木　祐輔
定政　晃弘  横山労務管理事務所　社会保険労務士
佐藤　晃一  大学生
佐藤　静代  NPO 法人 ICA 文化事業協会　理事長
佐藤　大吾  ＮＰＯ法人チャリティ・プラットフォーム　理事長
佐藤　大典  ＰＯＩＮＴerior～ポインテリア～　代表
佐藤　隆俊  シブヤ大学授業コーディネータ /写真家
佐藤　英典  ライフライター
Sato　Mizuko Audrey CEO,　Grand　Design　Inc.
佐藤　道元  指輪ホテル　代表・主宰
里村　博行  財団法人電通育英会　プログラムオフィサー
真田　陽一郎  株式会社国際開発ジャーナル社編集部
佐野　淳也  立教大学大学院　２１世紀社会デザイン研究科　特任准教授
佐野　荘一  ＮＰＯ法人東海道・吉原宿　代表理事
塩入　康史  ＮＰＯ法人HIV と人権・情報センター　スタッフ
塩谷　知世  筑波大学　学郡生
重徳　和彦  総務省企画課
実吉　威  ＮＰＯ法人市民活動センター神戸　理事・事務局長
嶋垣　謹哉  ＮＰＯ法人網膜変性研究基金　副理事長
清水　美千代  ＮＰＯ法人心豊かにＡＲＤ( あるど ) の会　理事長
志村　紀久雄  ＮＰＯ法人自立の家をつくる会　理事
下　　千香子  ammado
下山　浩一  ＮＰＯ法人コミュニティアート・ふなばし　理事長
上土井　章仁  ＮＰＯ法人ＮＰＯくまもと　代表理事
白石　秀知  ＮＰＯ法人古材文化の会　事務局次長
白木　隆司  首都大学東京都市教養学部都市教養学科経営学系　学部生
末吉　祥子  税理士
須貝　昭子  ＮＰＯ法人市民活動フォーラムみのお　事務局長
菅井　明則  笹川平和財団　総務部部長
菅原　睦子  ＮＰＯ法人ぱれっと　事務局長
杉浦　嘉雄  日本文理大学　工学部　教授
杉澤　幹生  ＮＰＯ支援機構すぎなみ　事務局長
杦本　育生  ＮＰＯ法人環境市民　代表理事
杉山　昇太  横浜市共創推進事業本部　担当係長
菅波　完  認定ＮＰＯ法人高木仁三郎市民科学基金　事務局
鈴木　一敏  ＮＰＯ法人渥美半島ハイキングクラブ　代表理事
鈴木　崇弘  シンクタンク 2005・日本　理事・事務局長
鈴木　洋一  cafe　de　Global　Cooperation　発起人
鈴木　佳昭  ＮＰＯ法人横浜・櫻守　理事長
須田　恭子  慶應義塾大学　総合政策学部生
清野　陽子  社団法人シャンティ国際ボランティア会　国内事業課　広報担当
関　　智征  株式会社リアル　代表取締役

津田　和泉  ＮＰＯ法人チャリティ・プラットフォーム
土谷　和之  国際青年環境NGO　A　SEED　JAPAN　理事
坪田　裕美子  東京大学公共政策大学院　学生
出浦　尚明  くまがや地域通貨研究会　代表
出口　綾子  株式会社三一書房
手塚　明美  社団法人神奈川県青少年協会　理事
寺内　昇  日本財団　システム統括グループ長・
 ＣＡＮPAN運営責任者
寺岡　正善
寺田　信  ＮＰＯ法人エンドレス・サマー　理事長
照喜名　通  ＮＰＯ法人アンビシャス　事務局長
土居　眞美  サニームーン　　所長
徳永　高志  ＮＰＯ法人クオリティアンドコミュニケーションオブアーツ　代表
徳永　洋子 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
渡慶次　康子  ＮＰＯ法人市川子ども文化ステーション　理事長
戸澤　愛  社団法人企業メセナ協議会
外舘　絵美
轟木　洋子 財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念
 国際草の根交流センター　事務局次長
富澤　康邦  SIEN　代表
富澤　佳恵  ＮＰＯ法人新潟NPO協会
冨安　利治  冨安行政書士事務所
友成　晋也  ＮＰＯ法人アフリカ野球友の会　代表理事
友廣　裕一  限界集落日本一周 PJ

【な行】
内藤　佐和子  東京大学　法学部
内藤　崇  株式会社フレア・ファーム　取締役
内藤　孝洋  ＮＰＯ法人長良川自然学校　理事長
中尾　知彦  静岡文化芸術大学
長岡　弘晃  学生
長岡　素彦  ソーシャルプロデュースネット　代表
中川　絢子  財団法人国際開発救援財団
仲川　元庸  ＮＰＯ法人奈良ＮＰＯセンター　事務局長
 LoveLetterProject 実行委員会
長沢　恵美子  １％クラブ　コーディネーター
中島　康滋  社会企業化コンサルタント
 ＮＰＯ法人コモンビート　代表理事
中島　晃士郎  ＮＰＯ法人エイエスピー　代表理事
中島　正彦  株式会社エースデザイン
長瀬　恵壬子  ＮＰＯ法人脊髄疾患治療研究機構
永田　裕一  日本アイ・ビー・エム株式会社
永田　良和
中塚　博則  財団法人東京交響楽団　事務室長・評議員
永野　環  翻訳家
中林　秀之
中原　美香  ＮＰＯリスク･マネジメント・オフィス
中村　国生  ＮＰＯ法人東京シューレ　事務局長
中村　国敬
中村　順子  ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸
中村　弘延
中森　健  京都造形芸術大学ものづくり総合研究センター内　
 近代産業遺産アート再生学会　理事
中山　信市

関根　健次  ユナイテッドピープル株式会社　代表取締役
世古　一穂  金沢大学大学院　教授
 ＮＰＯ法人NPO研修・情報センター　代表理事
添田　優作
曾我　佐和子
曽根原　史章  日本未来リーグ

【た行】
鷹尾　大英
高砂　大  独立行政法人国際協力機構
高嶋　公美子  ＮＰＯ法人 ナレッジふくい　理事長
高田　幸詩朗  ＮＰＯ法人 JAFSA( 国際教育交流協議会）　事務局長
鷹野　秀征  株式会社創コンサルティング
高野　要一郎  トータルライフアドバイザー
鷹羽　登久子  Ｏｎｅ＆Ｏｎｅクラブ発起人 /市議会議員
高橋　あづさ  高橋あづさ税理士事務所　税理士
高橋　宏太郎  デベックス日本支店　代表
高橋　剛  テックアクション株式会社　営業部　部長
高橋　英徳  共同通信社職員
高柳　未奈子  ＮＰＯ法人ビッグイシュー基金
滝川　成彬  ＮＰＯ法人石川被害者サポートセンター　事務局次長
瀧澤　勇人   NGOネットワークジャパン
瀧田　真理
瀧本　英一 ＮＰＯ法人ポレット　理事長
田口　由紀絵  ＮＰＯ法人パブリックリソースセンター　プログラムオフィサー
竹井　善昭  グローバルグッドニュース　代表
武石　仁身  ＮＰＯ法人アレルギー児を支える全国ネット
 「アラジーポット」　事務局長
竹内　かおる  中央大学
竹内　謙  日本インターネット新聞社　代表取締役
竹内　千寿恵  ＮＰＯ法人Ｍｙｓｔｙｌｅ＠こだいら　代表理事
竹垣　英信  ＮＰＯ法人森のライフスタイル研究所　代表理事・所長
武田　実成  あるきーぷ倶楽部　代表
田島　明日丘  パブリックリソースセンター
田代　純一  ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク /日本財団
多田　千尋  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
辰巳　真理子  株式会社ワナドゥ
田中　康文  アットニューストリーム有限会社
谷口　正樹  神戸大学　学部生
谷口　玲子  社団法人アムネスティ・インターナショナル日本　
 ファンドレイザー
谷田　良樹  行政書士　一般社団法人社会起業支援ネット　副理事長
田畑　美智子  World Blind Union-Asia Pacific
玉田　淳也  日本ロマンチスト協会　宣教師
玉田　雅己  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　代表理事
玉野　直子  ICAN マニラ事務所　ボランティア
田宮　麻友美
田村　香織  ホームスタート・ジャパン　事務局
千原　忠茂
趙　　愛隣  デベックス　インターン
筑波　君枝  ルポライター
辻　　利夫  ＮＰＯ法人まちぽっと　事務局長

76

　



HT埼玉東秋の外装キャンペーン

（2009年2月18日現在　五十音順　敬称略）

中山　学  株式会社バリオーサ　NGOコンサルティング &サービス
中山　真理子  慶応大学総合政策学部
奈須　りえ
成田　元男  米国税理士
成田　亮  Lexington C&A inc.　ファウンダー
新山　美紀
西　　弘次  JTR　日本税制改革協議会　財務・企画担当
西口　徹  朝日生命 CSR 推進室
西崎　紘史
西田　卓司  ＮＰＯ法人ヒーローズファーム　代表理事
西舘　澄人  日本に「サルコーマセンター」を設立する会
新田　裕一
沼田　千妤子  社団法人日本発達障害福祉連盟　事務局長
野上　浩志 ＮＰＯ法人子どもに無煙環境を推進協議会　理事
 ＮＰＯ法人日本禁煙学会　理事
野際　紗綾子 ＮＰＯ法人　難民を助ける会　
 シニア・プログラムコーディネーター兼ファンドレイジング担当
野口　健幸  ＮＰＯ法人文士村まちづくりネットワーク　代表理事
能登　貴史  NGO・NPOネットワークとやま

【は行】
橋本　富雄  ＮＰＯ法人網膜変性研究基金　副理事長
橋本　佳樹  ＮＰＯ法人 ELEF　理事長
蓮池　奈緒子  ＮＰＯ法人アートネットワーク・ジャパン代表
長谷川　明彦  埼玉りそな産業協力財団　副主任研究員
波多腰　太  ＮＰＯ松本アルプス大学（申請中）・学長候補
波多野　綾子  外務省
服部　順治  グリーンズネットワーク　ＨＰ世話人
服部　則仁  ひと・まち・未来ワーク
土生　淳子  ユニゾン・キャピタル・パートナーズ　
 インベスター・リレーションズ
浜岡　誠
濱川　一郎  天意人
濱口　博史  弁護士
早川　泰隆  株式会社ニュースダスト　取締役
早坂　毅  ＮＰＯ法人ヘリテイジ・トラスト理事　横浜市立大学講師　税理士
林　　幸治
林　　大介 模擬選挙推進ネットワーク　事務局長
 ＮＰＯ法人日本子どもNPOセンター　理事
 ＮＰＯ法人チャイルドライン支援センター　理事・事業本部長
林　　直樹  株式会社電通 /ナマケモノ倶楽部
林　　容子  アーツアライブ　代表
林田　貴志  近畿労働金庫 /ＮＰＯ法人山科醍醐こどものひろば
原　　由利子  反差別国際運動 (IMADR)　事務局長
原　　玲子  ＮＰＯ法人花明かりプロジェクト　理事長
原田　英治  英治出版株式会社
原田　紀久子  ＮＰＯ法人アントレプレナーシップ開発センター　常務理事
半田　雅典 高知県ボランティア・NPOセンター
菱山　園子  公認会計士
肥田野　正輝  インフォ・ラウンジ LLC　代表社員社長
平尾　順平  ＮＰＯ法人これからの学びネットワーク　理事
平田　彩恵  慶應義塾大学法学部学部生
平本　督太郎  個人
広納　康幸

深田　雄志  総合患者支援団体オフィス・ブルーバード　代表
福島　達也  ＮＰＯ法人国際ボランティア事業団　理事長
福塚　千恵  財団法人東京フィルハーモニー交響楽団　事務局支援推進室
藤井　マサル  株式会社ソシオ　代表取締役
藤江　茂司  日本コンチネンス協会　事務局長
藤岡　喜美子  ＮＰＯ法人市民フォーラム21・NPOセンター　事務局長
藤田　敦子  ＮＰＯ法人「ピュア」　代表
藤田　潔  東京工業大学社会理工学科社会工学専攻博士課程
藤高　晃右  Tokyo Art Beat/NY Art Beat　共同設立者
藤本　寧  バレエダンサー
藤森　あかね  自由が丘産能短期大学
藤原　志帆子  ポラリスプロジェクト
布施　亮介  立命館大学　職員
布田　剛  ＮＰＯ法人せんだい・みやぎNPOセンター
渕上　智信  ＮＰＯ法人神戸国際ハーモニーアイズ協会　理事長
船戸　義和
舩元　雄一郎  ＮＰＯ法人シブヤ大学　授業コーディネーター
古川　宗弘  ラーニングエッジ株式会社
古田　美奈子  ＮＰＯ法人ソーシャルコンシェルジュ
細越　佑介
細野　由美子  税理士
堀　　達哉  ＮＰＯ法人まちづくり千葉　副理事長
 ＮＰＯ法人ぎふＮＰＯセンター　正会員
堀江　良彰  ＮＰＯ法人難民を助ける会　事務局長
堀見　洋継  東京大学医療政策人材養成講座　特任研究員
本城　慎之介  株式会社音別　代表取締役
本多　梓 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会　金銭寄付担当
 認定ＮＰＯ法人神奈川子ども未来ファンド　運営委員
本田　哲也  慶應義塾大学学部生
本多　倫彬

【ま行】
前川　喜美恵  ＮＰＯ法人網膜変性研究基金　理事
前田　佐保  ＮＰＯ法人関西国際交流団体協議会　
 第２事業部　マネジャー
前田　直之  株式会社日本総合研究所　研究員
槇　　ひさ恵  ＮＰＯ法人ニンジン　常務理事・事務局長
牧野　紀之  ＮＰＯ法人市民活動フォーラムみのお
幕　　亮二  三菱総合研究所　主任研究員
益尾　博子  税理士
松井　和久  いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク
松浦　さと子  龍谷大学経済学部
松浦　真  ＮＰＯ法人こども盆栽　代表
松尾　道夫  ＮＰＯ法人フリーマーケット主催団体協議会　理事長
松岡　洋平  ＮＰＯ法人MPI　理事
松木　亮  ＮＰＯ法人市民活動フォーラムみのお
松澤　崇  税理士
松野　博
松林　和佳子
松本　修一  V・マネジメント　代表
松山　寛
松吉　徹也
三井田　拓朗
三浦　逸朗  ＮＰＯ法人地域環境ネットワーク

三上　牧  ホームスタート・ジャパン　事務局
三木　秀夫  弁護士
三澤　拓也  有限会社オープンアップ・インターナショナル　代表
三嶋　鑄二  株式会社こども社　代表取締役
水上　宏明  消費生活アドバイザー
水谷　綾  大阪ボランティア協会
水谷　衣里
水野　さより  フリー
水野　真鈴  東京外国語大学外国語学部学生
峰岸　和弘  ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・東京　
 理事・事務局長
峯村　里香  ＮＰＯ法人幼い難民を考える会　事務局長
宮浦　宜子
宮川　朋子  ファイナンシャル・プランナー
三宅　紗知子  ＮＰＯ法人　アフリカ日本協議会（AJF）　
 国際保健部門コーディネーター
宮崎　弘美  ママブルーネットワーク　代表
宮治　勇輔  株式会社みやじ豚　代表取締役社長　　
 農家のこせがれネットワーク代表
宮本　聡  ＮＰＯ法人チャリティ・プラットフォーム　プログラムオフィサー
宮本　尚  ＮＰＯ法人北海道市民環境ネットワーク
宮本　育昌  コーラル・ネットワーク　事務局長
三好　悠久彦  ＮＰＯ法人リベラヒューマンサポート　理事長
三好　大助  Social　Catalyst
武蔵　由佳  青山学院大学国際政治経済学部
村尾　佳美
村北　知衣
村沢　繭子  ＮＰＯ法人ジェン（JEN）　リレーションシップ開発担当
村田　達彦  NPO 支援機構すぎなみ
村田　元夫  株式会社ピー・エス・サポート　代表取締役
村松　正彦  ＮＰＯ法人 KGC/ 学生団体 STeLA
惠　　小百合 江戸川大学社会学部ライフデザイン学科　教授
 江戸川大学総合福祉専門学校　校長
元井　清二  株式会社オンリーマザー　代表取締役
本木　恵介  ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト　共同代表
元野　広慈  SIESTA（シエスタ）　会長
本村　公一  アイ・シー・ネット株式会社　プログラム・オフィサー
森　　邦彦  文化工学総合研究所　代表
森嶋　伸夫  ＮＰＯ法人一新塾　代表理事・事務局長
守田　明  ＮＰＯ法人横浜皆援隊　理事長
森本　宏美  Tie for Change 
 －使わないネクタイで社会貢献－プロジェクト代表
門田　瑠衣子  エイズ孤児支援ＮＧＯ・ＰＬＡS　事務局長

【や行】
矢口　明子  株式会社エンパブリック
矢崎　芽生  ＮＰＯ法人日韓アジア基金・日本　理事　公認会計士　税理士
安井　章員  ＮＰＯ法人アスクネット　常務理事
柳沢　拓哉 八戸工業高等専門学校地域文化研究センター非常勤研究員
 八戸市中心市街地活性化推進室職員
柳澤　千恵子  CARE-WAVE　実行委員
柳瀬　房子  認定ＮＰＯ法人難民を助ける会　常任理事
柳瀬　真佐子  ＮＰＯ法人関西こども文化協会　代表理事
矢野　正広  ＮＰＯ法人とちぎボランティアネットワーク

矢花　公平  弁護士
山口　誠一  ＮＰＯ法人シェア＝国際保健協力市民の会　事務局長
山口　久臣  野外教育研究所ＩＯＥ　代表取締役所長
山口　美紀  ＮＰＯ法人日本インプラント推進協議会
山崎　茂雄  福井県立大学大学院　准教授
山下　馨  ＮＰＯ法人粋なまちづくり倶楽部　事務局長
山下　大輔  日本財団
山下　竜一  ＮＰＯ法人社会貢献ネットワーク　事務局長
山田　健一郎  ＮＰＯ法人さが市民活動サポートセンター
山中　大輔  立教大学大学院生
山元　香里  フリーアナウンサー /キャスター
山元　圭太  ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト
山本　賢  ＮＰＯ法人地球の友と歩む会 /LIFE　正会員
山本　崇史
山本　尚毅
山本　麻紗子  パパ・タラフマラ　マネージャー
山本　理夏  ＮＰＯ法人　ピースウィンズ・ジャパン
湯浅　雄偉  静岡県立大学 /学生団体活性化委員会ＤＤ
横尾　洋和  慶應義塾大学総合政策学部生
横田　能洋  茨城 NPOセンター・コモンズ
吉田　憲司  株式会社ファンドレックス
吉田　彪  ＮＰＯ法人臨床パストラル教育研究センター　副理事長
吉田　哲也  田原屋商店　代表
吉田　正和
吉永　鴻一  チャイルドサポート・アンアンネット
吉野　博文  総務省 / デジタルハリウッド大学大学院生
 FIC　主宰
吉満　香惠子  ＮＰＯ法人フローレンス
吉村　敏  財団法人ボーイスカウト日本連盟　事務局　
 プログラムチームリーダー
吉本　祐之 認定ＮＰＯ法人世界の子どもにワクチンを　
 日本委員会（JCV）広報部・学校事業部
米田　佐知子  認定ＮＰＯ法人神奈川子ども未来ファンド　事務局長

【ら行】
李　　在源  サスティナ・ジャパン株式会社
李　　丞珠  株式会社ソフトファーム　代表取締役
リーヴス　弥生  ＮＰＯ法人風の船　　理事長
柳　　志明  STeLA-Japan

【わ行】
和田　徳之  フリーター
和田　裕介  セカンドハーベスト・ジャパン　理事
渡辺　周一 ＮＰＯ法人こぱてぃ－子ども参画イニシアティブ　副理事長
 五香児童館を創る会　事務局長
渡邊　則子  ファイナンシャルプランナー
渡邉　文隆  ソーシャルマーケティング研究会　主宰
渡部　陽子  ＮＰＯ法人ひさし総合教育研究所
割石　俊介  JICA インドネシア事務所　企画調査員
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