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3月１２日（土）１日目

開会セレモニー ＆ オープニングセッション　「枠」を超える。「力」がつながる。　総合司会 早坂まき子　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

4F　ブースエリア
協賛プレゼンテーション

開催します！！

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 社会貢献教育オープンシンポジウム キャリアデベロップメント 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〉 403〈教室棟〉 404〈教室棟〉 405〈教室棟〉 406〈教室棟〉 407〈教室棟〉 301〈教室棟〉 302〈教室棟〉 303〈教室棟〉 304〈教室棟〉 305〈教室棟〉

世界で最もグローバルな
ファンドレイジングネットワーク
The Resource Allianceの
board memberが語る世界の
最新動向

Bill Toliver
Executive Director,The Matale 
Line

司会：間辺 初夏

はじめての社会的投資
～投資のリターンの測り方、
　伝え方を考える～

功能 聡子
ARUN合同会社代表／NPO法人
ARUN Seed　代表理事

株式会社ファンドレックス newdea 
Japan 統括ディレクター補佐／フリーラ
ンスファンドレイザー

司会：高橋 麻子

2 3
3千万円のクラウドファンディ
ングを成功させる秘訣を公開
～READYFORの成功事例
から知るファンドレイジング～

米良 はるか
READYFOR株式会社代表取締役

田才 諒哉
READYFOR株式会社キュレーショ
ン室　第一ユニット　マネージャー

メットライフ生命 チーフコンサルタント
／日本ファンドレイジング協会 関西チャ
プター運営委員

司会：西村 昌弘

認定NPO難民支援協会　サポート・チー
ム／認定NPOテラ・ルネッサンス ファ
ンドレイジング・チーム

4

Social Changeを起こす
ためのマーケティング戦略
～世界を代表するマーケティ
ングの第一人者登壇～

Bill Toliver
Executive Director,The Matale 
Line

司会：間辺 初夏

11
コミュニティ財団最前線
～全国６０箇所で展開する地域
の資金循環イノベーション～

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

司会：野村 国康

12
本を商業出版する！
～団体の認知を高め、ファンを
増やそう～

小島 和子
NPO法人企画のたまご屋さん
共同代表

鎌倉 幸子

宮本里香
NPO法人企画のたまご屋さん
共同代表

高田 俊哉
筑摩書房第二営業部付部長

司会：鎌倉 幸子

13

公益財団法人佐賀未来創造基金 事務局

行動を呼び覚ます！「攻め」
の広報戦略
～ファンドレイジングの成果に
つなげる広報ノウハウ大公開～

藤田 順子
認定NPO法人フローレンス
経営企画室 広報・ファンドレイジン
グマネージャー

司会：日隈 諒

14

NPO法人 二枚目の名刺 プロジェクトメ
ンバー

自団体の事業やファンドレ
イジング戦略に最適な
データベースの選び方
～話題のデータベースを一挙紹介～

小堀 悠
NPO法人NPOサポートセンター
事務局長

司会：臼田 輝生

21

日本財団　ドネーション本部　ファンドレ
イジングチームリーダー

遺贈寄付を受けるNPOの
人が知るべき法務・税務
１０のポイント

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：長谷川 隆治

19

樽本 哲
弁護士　赤坂シティ法律事務所／
NPOのための弁護士ネットワーク　
代表

山北 洋二
NPO法人日本ファンドレイジング協会
理事／あしなが育英会　常勤監事

NPO 法人 日本補助犬情報センター 専
務理事兼事務局長

関心層の「視点」を変える
『まなざしのデザイン』
～物事の意味や価値の転換を
うながす仕掛け～

花村 周寛
ランドスケープアーティスト／大阪府
立大学21世紀科学研究機構 准教授
(観光産業戦略研究所)／俳優／一般
社団法人ブリコラージュ・ファウン
デーション

司会：橋爪 智子

15

宇都宮大学　特任研究員

ファンドレイザーネット
ワークが地域を変える！
～地域へのファンドレイジングの
普及、浸透を目指した実践報告～

司会：土崎 雄祐

18

独立行政法人福祉医療機構　助成事業
部 助成振興課

ブリッジパーソンを魅了し
て仲間にする極意
～私が巻き込み巻き込まれた
最新事例集2016～

久米 信行
久米繊維工業株式会社 取締役会長
／NPO法人CANPANセンター 理
事／一般社団法人墨田区観光協会 
理事／公益財団法人墨田区文化観光
協会 評議員／公益財団法人新日本
フィルハーモニー交響楽団　評議員
／明治大学商学部 講師

司会：渡真利 紘一

16

栃木県共同募金会 職員

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10のステップ～

山元 圭太
株式会社PubliCo 代表取締役COO

司会：池田 秀昭

17

NPO法人びわ卓　理事長／立命館大学

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
一般社団法人ドリームマップ普及協
会 代表理事

司会：笹谷 康之

22

一般社団法人CAN net　理事・事務局長

組織の成長につながる助
成金の使い方
～本当に助成金を活用する組
織体質になるには～

山田 泰久
NPO法人CANPANセンター
代表理事

司会：千葉 直紀

30

岸和田市社会福祉協議会／日本FR協会
関西チャプター

支援者の輪を広げていく
ためのPRとは？
～表現力を高めて、発信力を強
くする秘訣を学ぶ～

米山 哲司 
NPO法人Mブリッジ 理事長／（社）日
本ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ協会認定「PRプ
ランナー」

司会：青山 織衣

31

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

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～

木村 幸絵 
ソフトバンク株式会社　CSR室

日野 泰宏 
ソフトバンク株式会社　CSR統括部

司会：河内山 信一

33

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～

遠藤 理恵 
Salesforce.org シニアマネージャー

小堀 悠 
NPO法人NPOサポートセンター
事務局長

吉田 憲司 
株式会社ファンドレックス 取締役

司会：吉田 憲司

34

認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター
総務部門長

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 会長
日本ファンドレイジング協会 理事 

岩附 由香 
NPO法人ACE代表理事

司会：高村 和雄

35

吉岡 マコ 
NPO法人マドレボニータ代表理事／
産後セルフケアインストラクター

公益財団法人　日本音楽財団

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：伊藤 麻里子

25

公益財団法人滋賀レイクスターズ
事務局／スポーツコンサルタント

スポーツとチャリティの
いい関係
～日本中すべてのスポーツイベントを
チャリティイベントにするチャレンジ～

佐藤 大吾
一般財団法人ジャパンギビング 代表
理事／NPO法人ドットジェイピー理
事長

司会：澤井 智也

26

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2016山口実行委員長／ライフスタイ
ル協同組合 代表理事

世界25カ国6000ヶ所で
470億円の寄付を集める
「がん」チャリティウォークイ
ベントの魅力を徹底解説！

岡本 宏之
公益財団法人 日本対がん協会
リレー･フォー･ライフ・ジャパン
統括マネジャー

船崎 美智子
リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016
山口実行委員長／ライフスタイル協
同組合 代表理事

司会：船崎 美智子

23

公益財団法人トヨタ財団プログラム
・オフィサー

ソーシャルメディアを活用した
NPOのファンドレイジングに
て、日本トップクラスの実績を
持つgooddoが語る、団体を
知ってもらい、寄付につながて
いく秘訣とは？

下垣 圭介
gooddo株式会社 代表取締役

田代 範子
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
コミュニケーションズ部広報 マネージャー

近藤 祐希
株式会社WORLD FESTIVAL　
Founder & CEO

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

司会：大澤 香織

32

公益財団法人 神奈川フィルハーモニー
管弦楽団 渉外部

事例から見る遺贈寄付
～実際の受入れ実務はどうなってい
るのか～

永井 勝巳
三井住友信託銀行　プライベートバン
キング部　上級主席財務コンサルタント

司会：中崎 いづみ

28

山北 洋二
NPO法人日本ファンドレイジング協会
理事／あしなが育英会　常勤監事
吉川 明
公益財団法人日本盲導犬協会　常勤
理事／社会福祉法人日本盲人社会福
祉施設協議会　理事・評議員
本郷 順子
本郷順子税理士事務所 所長／一般社
団法人公益アシスト 代表理事／特定
非営利活動法人税理士による公益活
動サポートセンター 理事

フリーアナウンサー

【第1部】Learning By 
Giving Foundationの米
国フィランソロピー教育で
の意義
Alexander Buffett Rozek
Co-Founder and Chairman,The 
Learning by Giving Foundation 
Board of Director,The Sunshine 
Lady Foundation

司会：桐島 瑞希

20

ファシリテーター
坂之上 洋子
作家、経営ストラテジスト

鵜尾 雅隆
日本ファンドレイジング協会　代表理事

奥山 大介
北海道チャプター代表／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

牧 伸介
北海道チャプター事務局／一般社団法人
ソーシャルコミュニティデザイン協会 専
務理事

宮原 美智子
九州チャプター共同代表／NPO法人九
州環境サポートセンター 理事長

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

二枚目の名刺／ LunchTrip

世界最高クラス「日本の寄付税
制」活用事例
～寄付金控除で寄付者を増やす３つの視点～

司会：山川 真愉美

24

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　事務局長

粟原 奈津子
認定NPO法人ビッグイシュー基金

吉田 文
認定NPO法人アイキャン海外事業部

贄川 恭子
認定NPO法人WE21ジャパン理事

高島市役所職員／日本ファンドレイジン
グ協会関西チャプター共同代表

佐賀発“ふるさと納税も活
用した日本初のCSO誘致”
～行政との協働ファンドレイジングに
よる地方創生～

司会：戸田 由美

27

大西 健丞
特定非営利活動法人ピース 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
志村 季世恵
NPO法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエ
ティ代表理事／「こども環境会議」代表

岩永 幸三
佐賀県男女参画・県民協働課参事
山田 健一郎
公益財団法人佐賀未来創造基金
理事長

日本ファンドレイジング協会　プログラム・
ディレクター

【第2部】社会貢献教育や寄付
教育の最前線と今後の可能性

モデレーター：大石 俊輔

フリーアナウンサー
司会：桐島 瑞希

29

藤木 正史
東京学芸大学国際中等教育学校　社
会科・地理歴史科・公民科教諭、社会
貢献・ボランティア教育担当／社会貢
献教育ファシリテーター

坪田 知広
文部科学省初等中等教育局児童生徒
課長

高橋 陽子
公益社団法人日本フィランソロピー
協会　理事長

村上 徹也
日本福祉大学教授／市民社会コンサ
ルタント

NPOがスケールアウトして
事業を展開するには？
～WINの累乗でグローバルに事業
展開する仕組み～

大宮 千絵
特定非営利活動法人 TABLE FOR 
TWO International  グローバル
マーケティングマネージャー

公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟／国際賛
助会　事務局長

司会：関 伸夫

6
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
関西学院大学教授（学長直属SGU招
聘客員教員）、国連フォーラム共同代
表、神戸大学大学院非常勤講師、
(NGO)Climate Decision代表

二枚目の名刺／ LunchTrip
司会：山川 真愉美

9
経営・事業戦略とファンド
レイジングの深イイ話
～事業収入、寄付収入、会費収入、助成金など
多様な財源をどうマネジメントしていくか～

岩附 由香
NPO法人ACE代表理事

NPO 法人 サービスグラント エグゼク
ティブパートナー／ NPO 法人 二枚目の
名刺 二枚目メンバー

司会：松澤 寿典

10
自組織でできる新規支援者獲
得のためのテレマーケティング
 ～ファンドレイジングにつながる戦
略的な電話コミュニケーション導入
のポイント～

佐藤 士文
国際NGOアムネスティ・インターナ
ショナルファンドレイザー／NPO法人
全日本育児普及協会　代表理事／神
奈川県ボランタリー活動推進基金審
査会委員

NPO 法人　難民を助ける会　広報・渉
外担当

司会：伊藤 美洋

７
自己本意なファンドレイジ
ングからの卒業
 ～寄付をしたくなるマーケティング
の型を教えます！～

長浜 洋二
株式会社PubliCo 代表取締役CEO

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

司会：加藤 たけし

8
「お金ください！」って言えますか？
～ファンドレイザーがぶつかる
心のブレーキをアクセルに変
える80分間～

浅井 美絵
全米NLP協会・日本NLP協会 マスター
プラクティショナー／米国NLP＆コーチ
ング研究所・日本NLP協会認定　NLP
プロフェッショナルコーチ／The Wealthy 
Mind ・ NLPマネークリニック®認定トレーナー 

公益財団法人 京都市ユースサービス協会
司会：米原 裕太郎

5

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

501〈交流棟〉



9：00～

ブックコーナー

パンフレット・
関連資料
配布コーナー

15：40
16：30

14：00
15：20

ランチ休憩
12：40
14：00

11：20
12：40

9：30
10：50

交流棟になるので
ご注意下さい

3月１３日（日）２日目

開場

プレゼンテーション
カフェ

ＣＦＲ・
ＡＣＦＲ

ギャザリング

4F　ブースエリア
協賛プレゼンテーション

開催します！！

クロージング・セッション　第７回 日本ファンドレイジング大賞発表／寄付月間2015大賞発表　会場：交流棟6F 大講義室

 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

社会のお金の流れを
デザインする
～日本を代表するトップラン
ナーたちによる「未来を予言す
る」徹底トークセッション～

36

AAR Japan [ 難民を助ける会 ] 広報・
支援者担当

国際NGO ルーム・トゥ・リード サポー
ター／カフェ英会話♪ 企画・ファンドレ
イジングイベント担当

そのファンドレイジング、
本当に合法ですか？
～いま最もNPOの事案に関わ
る弁護士が具体事例を解説～

樽本 哲
弁護士　赤坂シティ法律事務所／
NPOのための弁護士ネットワーク　
代表

38

寄付者の想いに寄り添う
ファンドレイジングとは
～寄付者の心理や幸福度の変
化を体感しよう～

松浦（一寸木）純子

42

永田 賢介
NPO法人アカツキ 代表理事

大澤 龍
認定NPO法人日韓アジア基金 理事
／NPO法人シーズ・市民活動を支え
る制度をつくる会 副代表理事

松浦（一寸木）純子
AAR Japan [難民を助ける会] 広
報・支援者担当

NPO法人 二枚目の名刺 プロジェクトメ
ンバー

モノがお金に変わる
ファンドレイジング

臼田 輝生

56

鳥居 希
株式会社バリューブックス　取締役
チャリボンマネージャー

三井 恒雄
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

土持 梨奈
ファッションチャリティプロジェクト運営
株式会社waja FCPディレクター

日本ファンドレイジング協会 事務局長

社会を変える評価2.0
～資金の出し手が求める社会
的インパクト評価とは～

司会：鴨崎 貴泰

45

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／評価士

今川 知浩
埼玉県 県民生活部 共助社会づくり課

龍治 玲奈
日本マイクロソフト株式会社　法務
政策企画統括本部　政策企画本部　
渉外・社会貢献課長

これからのファンドレイ
ザーのキャリアとは
～今を輝くファンドレイザーか
ら、自分の道を探る～

山元 圭太
株式会社PubliCo 代表取締役COO

司会：新井 稚苗

43

株式会社ファンドレックス newdea 
Japan 統括ディレクター補佐／フリーラ
ンスファンドレイザー

組織と支援者を成長させ
る「成果評価」
～社会的インパクトを評価して生
み出す価値を最大化するために～

平尾 千絵
株式会社ファンドレックス newdea 
Japan 統括ディレクター

司会：高橋 麻子

37

弁護士　虎ノ門法律経済事務所上野支店
長／NPOのための弁護士ネットワーク

司会：日向寺 司

今井 悠介
公益社団法人チャンス・フォー・
チルドレン 代表理事

藤村 隆
ソーシャルベンチャー・パートナーズ
東京 事業統括COO／理事

高橋 麻子
株式会社ファンドレックス newdea 
Japan 統括ディレクター補佐／
フリーランスファンドレイザー

NPOにとっての赤い羽根
共同募金の徹底活用法を
全面公開
～地域で活用されるお金の地
産地消の実施～

鷹尾 大英
社会福祉法人福井県共同募金会
主任

司会：清野 陽子

40

公原 寿彦
社会福祉法人愛媛県共同募金会
事務局次長

ソーシャル・インパクト・ボ
ンド(SIB) 徹底解説～世
界と日本の最新事例から
学ぶ、ソーシャル・イノベー
ションの可能性
伊藤 健
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／
AVPN日本アドバイザー

司会：大西 純

41

幸地 正樹
プライスウォーターハウスクーパー
ス株式会社

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）
総務部／認定NPO法人キーパーソン
21 一級わくわくナビゲーター

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

なぜあの人の言葉は、心に響
き、共感を得るのか。「基本
編：ストーリー・オブ・セルフ」
～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～

鎌田 華乃子
特定非営利活動法人 コミュニティ・
オーガナイジング・ジャパン代表理事

司会：安井 章員

39

笠井 成樹
株式会社ファンドレックス newdea 
Japan 統括ディレクター補佐／
フリーランスファンドレイザー特定非
営利活動法人 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／任意団体
カラフルラブ代表／任意団体SOIF
共同代表

ＮＰＯ法人　農に学ぶ環境教育ネットワーク
理事

1800人を集めた一口館
長、5000人が活躍する
おもちゃコンサルタントな
ど多くの人が参加しやす
い仕組みの作り方
多田 千尋
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：多田 邦晃

51

寄付白書2015
読書会

鵜尾 雅隆
NPO法人日本ファンドレイジング協会
代表理事

株式会社アイエイエフコンサルティング 
シニアマネージャー

明日から使える！！
ファンドレイザー×CRMコ
ンサルが教えるTips集
～わずか半年 寄付業務改善の
事例付き～

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 シニアマネージャー

司会：林 康平

44

公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟／国際賛
助会　事務局長

企業連携を目指す団体必
見！連携の方法とステップ
教えます
～具体的事例にみる「NPO」
のホンネと「企業」のホンネ～

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

中尾 洋三
味の素株式会社CSR部専任部長

司会：関 伸夫

52

NPO法人福祉工房あいち　理事／東海
チャプター　共同代表

関係性が変わるNPOの広
報とは？
～人が繋がるきっかけをつくる
助けてコミュニケーション～

吉田 知津子
認定NPO法人市民活動情報セン
ター「ハンズオン！埼玉」 副代表理事

司会：北山 知明

53

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）
総務部／認定NPO法人キーパーソン
21 一級わくわくナビゲーター

変化のシナリオをデザイン
するー「私」からはじまる
ソーシャル・イノベーション

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

岩本 悠
島根県 教育魅力化特命官

司会：安井 章員

54

WFP 国連世界食糧計画（国連WFP）
広報官

フィランソロピーのニュー
フロンティア～世界中で進
行している「ソーシャル・
ファイナンス革命」の現在
と日本での可能性を考える

小林 立明
日本公共政策研究機構客員研究員

司会：保田 由布子

58

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

どういった団体でも、寄付
は集められる
～市民コミュニティ財団だから
できるサポート～

時岡 佑太
公益財団法人ひょうごコミュニティ財団
職員

司会：河内山 信一

55

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

企業からのオファーが殺到
するコーズマーケティング
プログラムのノウハウ大公開

久津摩 和弘
地域福祉ファンドレイジングネットワー
ク（COMMNET） 代表／社会福祉法人
山口県共同募金会 ディべロップメント・
オフィサー／山口県社会福祉協議会 
主任主事

司会：加藤 たけし

57

（一財）日本国際協力システム

教科書通りの寄付事業部
スタートアップ
～ファンドレイジングの基礎の
実践で成功する組織～

北村 政記
ＮＰＯ法人ノーベル　専従ファンドレ
イザー

司会：桃井 拓真

46

団体職員

なぜあの人の言葉は、心に
響き、共感を得るのか。　
「応用編：ストーリー・オブ・アス」
～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～

笠井 成樹
特定非営利活動法人 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／
任意団体カラフルラブ代表／任意団
体SOIF共同代表

鎌田 華乃子
特定非営利活動法人 コミュニティ・
オーガナイジング・ジャパン代表理事

司会：今尾 敦史

47

新宿スイッチ /横浜ＹＭＣＡ

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：鐘ヶ江 由香

48

宇都宮大学　特任研究員

ファンドレイザーが学ぶべ
き寄付拡大に向けたボラ
ンティアマネジメント

早瀬 昇
認定NPO法人日本NPOセンター
代表理事／日本ボランティアコー
ディネーター協会 理事

司会：土崎 雄祐

49

認定NPO法人しみん基金・KOBE
事務局長

社会的インパクト投資
世界の最新動向
～世界２大カンファレンス参加
報告から見える日本の未来～

伊藤 健
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／
AVPN日本アドバイザー

槌屋 詩野
株式会社HUB Tokyo共同創設者&
代表取締役

司会：江口 聰

50

大西 健丞
特定非営利活動法人ピース 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

駒崎 弘樹
認定NPO法人フローレンス代表理事

深尾 昌峰
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

藤沢 久美
シンクタンク・ソフィアバンク　代表

日本ファンドレイジング協会　代表理事
司会：鵜尾 雅隆

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 社会貢献教育オープンシンポジウム キャリアデベロップメント 助成金

大講義室〈交流棟〉 501〈交流棟〉 403〈教室棟〉 404〈教室棟〉 405〈教室棟〉 406〈教室棟〉 407〈教室棟〉 301〈教室棟〉 302〈教室棟〉 303〈教室棟〉 304〈教室棟〉 305〈教室棟〉

〈大賞記念講演〉 〈特別賞講演〉

2nd Day
オープニングセッション


