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11F　Room 11611F　Room 1133F　KFC Hall 11F　Room 1113F　ホワイエ 10F　Room 101

2F　KFC Hall 2nd　　17:45～ 19:45　● ネットワーキングレセプション 2F　KFC Hall 2nd　　17:45～ 19:45　● ネットワーキングレセプション

9:00　開場 9:00　開場

16:30～ 17:00　コーヒーブレイク

14:30～ 15:00　コーヒーブレイク

11:30～ 13:00　● ネットワーキングランチ

14:30～ 15:00　コーヒーブレイク

16:30～ 17:00　コーヒーブレイク

木内 真理子　 認定NPO法人国際協力NGOセンター（JANIC） 副理事長／  
特定非営利活動法人ワールド•ビジョン•ジャパン 事務局長

9:30～ 11:30
● スペシャルセッション

● プログラムのスケジュールやスピーカーなどは、予告なく変更となる場合があります。

●  会場では、主催者や取材メディアによる写真・動画撮影などが行われ、 
各種広報媒体で使用させていただく場合があります。

●  HAPIC当日の様子をSNSなどでぜひ拡散ください。 
写真を掲載される際は、参加者のお顔が映っていないものをご使用いただくよう配慮をお願いします。

#（ハッシュタグ）hapic2020

ライーズ・ベイグ　 アムネスティ •インターナショナル香港支部 理事長／ 
香港中文大学 ソーシャルワーク学部 准教授

桑原進　　　　　　外務省 国際協力局審議官•NGO担当大使
長谷川知子　　　　一般社団法人日本経済団体連合会 SDGs本部長
本木恵介　 　　　　 認定NPO法人国際協力NGOセンター（JANIC） 理事長／ 

認定NPO法人かものはしプロジェクト 共同創業者・理事長
モデレーター　古田大輔　ジャーナリスト／株式会社メディアコラボ 代表

「共に生きる、サステナブルな社会を目指して」
● キーノートセッション

有馬利男　　 一般社団法人グローバル•コンパクト• 
ネットワーク•ジャパン（GCNJ） 代表理事／ 
富士ゼロックス株式会社 シニア•アドバイザー

南　慎二　　外務省 総合外交政策局 人権人道課長 
高橋大祐　　 弁護士（真和総合法律事務所パートナー弁護士／ 

日弁連弁護士業務改革委員会CSRと内部統制PT副座長）
北郷美由紀　朝日新聞 専門記者（SDGs担当） 
モデレーター　若林秀樹　 認定NPO法人国際協力NGOセンター 

（JANIC） 事務局長

『ビジネスと人権』行動計画（NAP）が社会を変える!

15:00～ 16:30
● ブレイクアウトセッション

門田瑠衣子　 認定NPO法人国際協力NGOセンター（JANIC） 理事／ 
特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO•PLAS 代表理事

山元圭太　　 認定NPO法人国際協力NGOセンター（JANIC） 元理事／ 
株式会社Seventh Generation Project 代表取締役Co-CEO

17:00～ 17:30

・  NPOサポートセンター
・  物品寄付型・ 
ファンドレイジングプログラム 
『お宝エイド』
・  NPO法人Co.to.hana
・  株式会社 
セールスフォース•ドットコム

・ リタワークス株式会社
・ 株式会社WORLD FESTIVAL
・  認定NPO法人国際協力 

NGOセンター（JANIC）

9:30～ 17:45
● ブースエリア

子どもと若者のセーフガーディング・ワーキンググループ
細井なな　　 特定非営利活動法人 

チャイルド•ファンド•ジャパン 
支援事業部リーダー

池内千草　 　 特活非営利活動法人 
ワールド•ビジョン•ジャパン 
支援事業部 開発事業第1課 
プログラム•コーディネーター

成田由香子　 認定NPO法人 
ACE 事務局次長 子ども支援事業チーフ

山田直樹　　 認定NPO法人 
国際協力NGOセンター（JANIC） 
メンバーシップ コーディネーター

私たちは本当に安全な団体?
～組織内で取り組む子どもと
若者のセーフガーディング～

13:00～ 14:30
● ブレイクアウトセッション

高柳彰夫　 フェリス女学院大学国際交流学部 教授
重田康博　宇都宮大学国際学部 教授
熱田典子　 公益社団法人アジア協会アジア友の会 

副事務局長／ネパール事務所長
桑原進　　 外務省国際協力局審議官• 

NGO担当大使

市民社会スペース:
CSOとODAのパートナーシップを考える

15:00～ 16:30
● ブレイクアウトセッション

トリニ•ルエン（Trini Lueng）
元オックスファム香港 事務局長
ライーズ•ベイグ（Raees Baig）
アムネスティ •インターナショナル 香港支部 理事長 
／香港中文大学 ソーシャルワーク学部 准教授
阿古智子
東京大学 大学院総合文化研究科  准教授（中国研究）
※こちらのセッションは事前広報対象外です。

「香港における民主化運動」

11:50～ 12:40
● ランチセッション（言語・英語）

JICAが挑む国際協力の
オープンイノベーション
～JICA Innovation Questへの誘い～
JICA Innovation Quest運営チーム
JICA企画部イノベーション・SDGs推進室
金田瑞希、神武桜子、齋藤友理香、
八里直生、前田紫、山江海邦

13:00～ 14:30
● ブレイクアウトセッション

五十嵐豪　　 認定NPO法人 難民を助ける会 
［AAR Japan］ 
プログラム•コーディネーター

豊田光明　　 公益社団法人セーブ•ザ•チルドレン•ジャパン 
海外事業部副部長兼モンゴル事務所長

野際紗綾子　 認定NPO法人 難民を助ける会 
［AAR Japan］ 
東京事務局 支援事業部マネージャー

進化する人道支援 : 
最新国際基準とキャッシュ支援

15:00～ 16:30
● ブレイクアウトセッション

中山雅之　 国士舘大学大学院 
グローバルアジア研究科 
教授／博士（経営学）

「NGOの財務状況」

11:50～ 12:40
● ランチセッション

原田直和　CRR Global Japan合同会社
川島菜穂　 一般財団法人 

青少年国際交流推進センター
モデレーター　長浜洋二
モジョコンサルティング合同会社 代表

チームの可能性を引き出す
“システムコーチング”

13:00～ 14:30
● ブレイクアウトセッション

渡部カンコロンゴ清花　NPO法人WELgee 代表 
秋葉光恵　 NPO法人アクセプト• 

インターナショナル 事務局長
本木恵介　 認定NPO法人かものはし 

プロジェクト 共同創業者•理事長
モデレーター　三輪開人
特例認定NPO法人e-Education 代表

Under 30: 次世代NGOがつくる未来

15:00～ 16:30
● ブレイクアウトセッション

遠藤理紗　　 「環境•持続社会」研究センター 
（JACSES） 事務局次長

三石朱美　　 一般社団法人JELF 
（日本環境法律家連盟） 事務局

井上寛人　　 Fridays For Future Tokyo 共同設立者
／明治大学 情報コミュニケーション学部2年

新田英理子　 一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク 
理事•事務局長

「最新動向をキャッチアップ! 気候変動•
生物多様性と持続可能な開発目標（SDGs）の今」

11:50～ 12:40
● ランチセッション

小松豊明　 特定非営利活動法人シャプラニール 
＝市民による海外協力の会 事務局長

熱田典子　 公益社団法人アジア協会アジア友の会 
副事務局長／ネパール事務所長

柴田裕子　 特定非営利活動法人ジャパン• 
プラットフォーム 緊急対応部 部長／NGO2030

モデレーター　小沼大地　 NPO法人クロスフィールズ 
代表理事

変化する国際協力業界
～ NGOは何を守り、何を変えるのか?～

13:00～ 14:30
● ブレイクアウトセッション

佐藤真美　 一般社団法人Earth Company 
日本事務局長

小松紀子　 一般社団法人Earth Company  
コミュニケーションディレクター

5年間の100%テレワーク実施で見えてきた !
多様な働き方の秘訣と課題

15:00～ 16:30
● ブレイクアウトセッション

コレクティブ・インパクトは、
社会課題解決促進のエンジンとなるのか?

13:00～ 14:30
● ブレイクアウトセッション

白木朋子　　　認定NPO法人ACE 事務局長／共同創業者
大久保明日奈　 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

Social Impactユニット シニアコンサルタント
三好恭平　　　 独立行政法人国際協力機構（JICA） 産業開発•公共政策部 

ガバナンスグループ法•司法チーム 主任調査役
モデレーター　今田克司　一般財団法人CSOネットワーク常務理事


