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平成２０年度 事業報告書 

 

Ⅰ．研修事業  

１） 定例セミナー 

企業の社会貢献担当者が、ＣＳＲに資するフィランソロピー関連の知識・情報

の充実などに役立てる。さらに、社会貢献事業の企画立案に役立つための他社

事例の紹介・ワークショップなど。また、他社担当者やＮＰＯ・行政機関等と

のネットワークを拡げる機会の提供。 

●対象：企業の社会貢献担当者、CSR担当者など 

●開催数：月１回（年間１１回） 

●企画・運営幹事： 

青木 高 氏 （日本アムウェイ株式会社 渉外部 ） 

佐藤 暁子 氏（三和ホールディングス株式会社 ＣＳＲ推進部） 

清水 広 氏 （大同生命保険株式会社 人事総務部） 

●形態 

＊講演会、ワークショップ、体験ボランティア、意見交換会 など 

   

【２００８年度】 

第 227回  

4月 17日 

「社会貢献担当者心得ＡＢＣ」 

嶋田 実名子 氏 

（花王株式会社 コーポレートコミュニケーション部門ＣＳＲ推進部長

（兼）社会貢献部長） 

第 228回  

5月 21日 

「コーズリレーティッド・マーケティングの事例を通して考える 

企業の社会貢献担当者のあり方」 

吉沢 直大 氏 

（ダノンウオーターズ株式会社 1L for 10L プロジェクトリーダー） 

浦上 綾子 氏  

（財団法人日本ユニセフ協会 個人･企業事業部 企業アライアンス担当） 

第 229回 

6月 17日 

 

「ものづくり・技術立国を支える人材育成とは～ 

松下電器産業「リスーピア」の取り組みから学ぶ～」 

下野 隆二 氏 

（松下電器産業株式会社 パナソニックセンター東京 リスーピア館長） 

第 230回 

7月 15日 

「進化する環境経営に向けて  

～サステナブル・ファイナンスの動向を踏まえて～」 

河口 真理子 氏  

（株式会社大和総研 経営戦略研究所 主任研究員） 

第 231回 

9月 18日 

 

「国際協力ＮＧＯによるプレゼンテーション・コンペ 

～企業とＮＧＯの協働推進に向けて～」 

森本 由布子 氏（ＮＰＯ法人シェア＝国際保健協力市民の会） 

岩附 由香 氏 （ＮＰＯ法人ＡＣＥエース） 

伊吾田 善行 氏（ＮＰＯ法人地球市民ＡＣＴかながわ） 
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高田 尚子 氏 （ＮＰＯ法人ソムニード） 

下久禰 愛 氏 （ＮＰＯ法人エーピーエスディＡＰＳＤ） 

吉澤 有紀 氏 （ＮＰＯ法人難民を助ける会） 

第 232回 

10月 16日 

「グローバルに展開する企業とＮＧＯの協働プロジェクト 

～リコーとＷＷＦジャパンの事例から～」 

岸 和幸 氏  

（株式会社リコー 社会環境本部 環境コミュニケーション推進室  

環境社会貢献担当） 

粟野 美佳子 氏  

（財団法人世界自然保護基金ジャパン法人グループ長） 

第 233回 

11月 21日 

「進化するＣＳＲ」 

岡本 享二 氏  

（ブレーメン･コンサルティング株式会社 代表取締役社長） 

第 234回 

12月 22日 

「フィランソロピー・ナイト」 

＜第一部＞  

講演会 「奄美から見た人間社会」  

管 洋志 氏 （写真家） 

＜第二部＞ 

ピアノ・パラリンピック応援コンサート 

迫田 時雄 氏 （ＮＰＯ法人日本障害者ピアノ指導者研究会 会長） 

ゲスト：ラウル・ソーサ氏 

第 235回 

1月 29日 

「企業が担う公益とは ～新たな社会作りの方向性を考える～」 

浅野 史郎 氏  

（慶応義塾大学 総合政策学部 教授日本フィランソロピー協会 会長） 

第 236回 

2月 27日 

「経済危機の中で再考するＣＳＲの本質」 

藤井 敏彦 氏 

（経済産業研究所コンサルティングフェロー経済産業省 通商政策局  

参事官） 

第 237回 

3月 19日 

「イノベーションによる企業活力の創出」 

米倉 誠一郎 氏  

（一橋大学イノベーション研究センター長・教授） 

 

 

Ⅱ．広報・出版事業  

１）月刊「フィランソロピー」の発行（年１０回） 

  当協会の活動報告とともに、フィランソロピー関連課題の特集を組み、企業フィ

ランソロピー、ＮＰＯの活動情報を掲載する機関誌の発行｡ 

 特 集 名 

４月号 
「第１０回まちかどのフィランソロピスト賞・ 

第５回企業フィランソロピー大賞」 

５・６月合併号 「子どもの学びを支える人たち」 
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７月号 「進化するコーズ・リレーティッド・マーケティング」 

８月号 「持続可能な社会は誰が創る？」 

９月号 「声で届ける『心の花束』」 

１０・１１月合併号 「次世代に元気な農業を伝えるために」 

１２月号 「クリスマスに贈るフィランソロピー」 

１月号  「第１１回まちかどのフィランソロピスト賞」 

２月号 「『社会的企業』による社会変革への挑戦」 

３月号 「企業も社会も元気になる働き方を考える」 

 

 

２）「まちかどのフィランソロピスト賞」１０回記念誌発行 

２４法人 1個人からの協賛により制作 

 

 

Ⅲ．社会参加支援事業  

１）フィランソロピー・バンク 

企業と従業員との協働による寄付システムの運営 

実績：・日本郵船㈱  

・ハートフォード生命保険㈱ 

 

２）企業の社会貢献活動支援事業 

 ・伊藤忠商事㈱     新規事業提案   

 ・プロロジス㈱     社会貢献コンセプト及び初年度プログラムの提案  

 ・全労災        地域貢献ＮＰＯ助成プログラム運営協力 

 ・日本製紙㈱      ロンティボー音楽コンクール企画・運営協力 

             「森と紙のなかよし学校」運営協力 
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３）アートエイド名刺事業 

障害者アーティストの作品を名刺に利用 

事務局・制作は(財)新宿区勤労者・仕事支援センター（旧新宿区障害者就労福祉

センター）「チャレンジワーク」に委託。 

障害者の経済的自立を目指す 

平成１８年度実績 ４１０件 

平成１９年度実績 ４４７件 

平成２０年度実績 ４１５件 （新規３４％）（2008.4.1.～2009.3.30.現在） 

 

 

Ⅳ．ネットコミュニティー事業  

１）企業フィランソロピー情報 

ＳＮＳ「フィーモ」の構築および運営 

 

２）音訳サービス事業「声の花束」 

●対象：視覚障害・高齢者・外国人など活字情報を得にくい人々 

●内容：音声化した週刊誌や書籍、生活情報のインターネット配信 

      企業向け講習会  ゴールドマン・サックス証券 

               ジョンソン＆ジョンソン株式会社 

               株式会社ＮＴＴドコモ 

 

３）知的障害者の自主製品紹介サイト「アニモショップ」 

 

 

Ⅴ．顕彰事業 

１）「まちかどのフィランソロピスト賞」 

  第１１回「まちかどのフィランソロピスト賞」を選考、贈呈 

   ＜一般部門＞ 

大賞：      今野 忠成 氏 

三島   治 氏 

特別賞：       赤星 憲広 氏 

 ＜青少年部門賞＞     戸津亜里紗 氏 

 

２）「企業フィランソロピー大賞」 

第６回「企業フィランソロピー大賞」を選考・贈呈 

    大賞             株式会社フェリシモ 



 6 

    特別賞 

     地球共生賞      味の素株式会社 

     社会共生賞      有限会社風曜日 

     ユニバーサル社会賞  株式会社丹青社 

     住育・家族の絆賞   株式会社ミセスリビング 

 

 

Ⅵ．受託事業  

こども未来財団 「ワークライフバランス推進セミナー２００８」 

     東京会場 ２００８年７月３０日 （東京ウイメンズプラザ） 

   大阪会場 ２００８年９月２６日  （大阪商工会議所）    

      福岡会場 ２００８年１１月１４日 （エルガーラホール）     

 

   

Ⅶ．助成事業  

・メドトロニック財団  「Ⅰ型糖尿病と闘う子どもたちのエッセイコンテスト」 

・アメリカン・エキスプレス財団   「ＮＰＯの次世代リーダーシップ研修」 


