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■過去の実績
＊フィランソロピー・CSRリンクアップフォーラム（PCLF）︓2008年4⽉（第1回・通算90回）〜現在
＊関⻄CSRフォーラム（KCF）︓2005年5⽉（第1回）〜2008年3⽉（第19回）
＊フィランソロピー・リンクアップ・フォーラム（PLF）︓1993年6⽉（第1回）〜2008年2⽉（第89回）
　※内、3回はPLFとKCFの合同フォーラム

◆2021年度年間テーマ︓2021年度開催実績︓コロナ禍で社会は、企業はどう変わる。SDGsの視点から考える
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第84回 2022/2/8 パソナグループが⽬指す新しい働き⽅〜淡路島への本社機能の⼀部移転〜

松村卓司さん（株式会社パソナグループ　常務執⾏役員）
表由起⼦さん（株式会社パソナ⽇本創⽣⼤学校　取締役副
社⻑執⾏役員）

第83回 2021/12/14
【リンクオープンフォーラム】
社会的孤⽴の抑制・解消〜コロナ禍の中での
取り組みについて〜

藤⽥孝典さん（NPO法⼈ほっとプラス　代表理事）
マイクさん（認定NPO法⼈いくの学園　相談員）
熊井⾹織さん（認定NPO法⼈D×P　広報・ファンドレイジング
部）
勝部麗⼦さん（社会福祉法⼈豊中市社会福祉協議会　福祉
推進室⻑）
⾼野太⼀さん（認定NPO法⼈ビッグイシュー基⾦　事務局⻑）
原めぐみさん（Minamiこども教室　副実⾏委員⻑）

第82回 2021/10/12 災害、防災についての最新活動事例の共有と
⾃社での活動について考える 会員7企業・団体

第81回 2021/8/3 CSR・ESG・SDGsの観点より企業の中でどのよ
うにジェンダー平等を進めていくか

⽩河桃⼦さん（相模⼥⼦⼤学⼤学院特任教授、ジャーナリス
ト、作家）

第80回 2021/6/8 SDGs達成に向けた⾏動の10年に向けて、企
業への期待〜市⺠社会の視点から〜

新⽥英理⼦さん（⼀般社団法⼈SDGs市⺠社会ネットワーク
理事・事務局⻑）

第79回 2021/4/13 コロナ禍の⾃社の活動をご紹介︕〜各社の取り
組みに学び、今後の⾃社の活動に⽣かす〜 会員企業5社

◆2020年度年間テーマ︓ウィズコロナ・アフターコロナ時代における社会課題と我々ができることを考える
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第78回 2021/2/9 ⼤阪・関⻄再起動－コロナ禍後社会はどう変わ
る。これからどうする 池永寛明さん（⼤阪ガス エネルギー・⽂化研究所 顧問）

第77回 2020/12/8 よりよい未来に向かう復興　コロナ後の世界とグ
リーンリカバリー ⾼村ゆかりさん（東京⼤学未来ビジョン研究センター 教授）

第76回 2020/11/10 コロナ禍における世界との学び合い〜被災地
KOBEから〜

吉椿雅道さん（CODE海外災害援助市⺠センター 事務局
⻑）

第75回 2020/10/13 コロナ後の道しるべとしてのSDGs 蟹江憲史さん（慶應義塾⼤学⼤学院政策・メディア研究科 教
授）

第74回 2020/9/8 ウイズコロナ・アフターコロナ時代こそ医療・福祉を
社会全体で考え直す絶好の機会です

楠⽊重範さん（公益財団法⼈チャイルド・ケモ・サポート基⾦
理事⻑兼院⻑）

第73回 2020/8/18 ポスト・コロナから考える未来への⼤分岐 斎藤幸平さん（経済思想家、⼤阪市⽴⼤学⼤学院経済学研
究科准教授）

◆2019年度年間テーマ︓リスクと機会を洞察し、企業価値向上に結び付ける
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第72回 2020/2/4 知っているようで知らない⼈⼝成熟の実態〜その
打撃と思わぬメリットとは 藻⾕浩介さん（株式会社⽇本総合研究所 主席研究員）

第71回 2019/12/10 SDGsとLGBT 村⽊真紀さん（特定⾮営利活動法⼈虹⾊ダイバーシティ 代
表）

第70回 2019/10/8 「ビジネスと⼈権」におけるリスクと機会〜企業価
値向上のために〜

松岡 秀紀さん（⼀般財団法⼈アジア・太平洋⼈権情報セン
ター（ヒューライツ⼤阪） 特任研究員）

第69回 2019/8/6 気候変動によるリスクと機会を洞察し、企業価値
向上に結び付ける

森澤充世さん（CDPジャパンディレクター、PRIジャパンヘッド兼
務）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第68回 2019/6/11

【フィールドワーク】
⼈と防災未来センターで学ぶ〜多発する⾃然災
害に対応するために、企業が備えておくべきこと
〜

菅野拓さん（⼈と防災未来センターリサーチフェロー、⼤阪市⽴
⼤学都市研究プラザ特別研究員）

第67回 2019/4/9
2018年度の⾃社のCSR・社会貢献活動をご
紹介︕〜各社の取り組みに学び、今後の⾃社
の活動に⽣かす〜

参加会員全社

◆2018年度年間テーマ︓企業価値を⾼めるESG
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第66回 2019/2/12 ESGの本質をふまえて、いかに企業価値を⾼め
るか 河⼝真理⼦さん（⼤和総研 調査本部 研究主幹）

第65回 2018/12/11 CSRレポート・統合報告書の新たな潮流をよむ 後藤敏彦さん（特定⾮営利活動法⼈サステナビリティ⽇本フォー
ラム 代表理事）

第64回 2018/10/5〜
6（合宿）

＜セッション1＞災害⽀援現場の最前線を知る
＜セッション2＞ESG、SDGs、CSV、CSR、サス
テナビリティを企業の戦略に落とし込むためのポイ
ント

⻑三紘平さん（社会福祉法⼈⼤阪府社会福祉協議会⼤阪
府ボランティア・市⺠活動センター 主任）
平野尚也さん（特定⾮営利活動法⼈ジャパン・プラットフォーム
渉外部 部⻑代理）
明城徹也さん（特定⾮営利活動法⼈全国ボランティア⽀援団
体ネットワーク（JVOAD） 事務局⻑）
永井美佳（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会 理事・事務局
⻑）
⾦⽥晃⼀さん（株式会社NTTデータ 総務部 社会貢献推進
室 シニア・スペシャリスト）
早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会 常務理事）

第63回 2018/8/7 社会的養護が必要なこどもとは〜企業・団体が
⽀援できること

岩朝しのぶさん（特定⾮営利活動法⼈⽇本こども⽀援協会 代
表理事）

第62回 2018/6/12 GPIFのインベストメントチェーンとESGの取組み
について

⼩森博司さん（年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈
（GPIF）市場運⽤部 次⻑ 兼 スチュワードシップ推進課⻑）

第61回 2018/4/5 今なぜESGか︖ ⽔⼝剛さん（⾼崎経済⼤学 教授）

◆2017年度年間テーマ︓SDGsに学ぶ〜CSR・CSV・社会貢献活動の取組みで “社会課題先進地”の⼤阪・関⻄を元気にする︕
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第60回 2018/2/13

【オプション企画】道修町の今昔〜くすりの町で
活躍した企業家たち〜
【フォーラム企画】SDGsを社内にいかに浸透させ
るか︖

【オプション企画】深澤恒夫さん（くすりの道修町資料館 館⻑）
【フォーラム企画】藤崎壮吾さん（富⼠通株式会社 環境･CSR
本部 CSR･SD戦略統括部統括部⻑）

第59回 2017/12/12 SDGs の世界観を体感しよう︕『2030SDGs
体験会inリンクアップフォーラム』

⻲井直⼈さん（富⼠ゼロックス福岡株式会社「Virtual
Hollywood Platform（バーチャルハリウッド・プラットフォー
ム）」「持続可能な社会の実現」推進チーム ）

第58回 2017/10/16 TSURUMIこどもホスピスの挑戦 〜⽇本初のコ
ミュニティ型こどもホスピスをめざして〜

⾼場秀樹さん（こどものホスピスプロジェクト 理事⻑）
⽔⾕綾さん（TSURUMIこどもホスピス ゼネラルマネージャー）

第57回 2017/8/8

CSR推進におけるSDGs実践事例〜サプライ
チェーン・マネジメントを中⼼として〜
SDGs時代のサプライチェーン・マネジメントにおけ
る取り組み

笹⾕秀光さん（株式会社伊藤園　常務執⾏役員CSR推進部
⻑）
⿊⽥かをりさん（⼀般財団法⼈CSOネットワーク事務局⻑・理
事）

第56回 2017/6/13 持続的発展可能性とイノベーション ⽶倉誠⼀郎さん（法政⼤学⼤学院イノベーション・マネジメント
研究科教授）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第55回 2017/4/11 SDGsとは何か︖〜企業の役割と最新動向につ
いて〜 榎原友樹さん（株式会社E-konzal　代表取締役）

◆2016年度年間テーマ︓CSRコラボレーション
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第54回 2017/2/14
「はじまりのはじまりをいっしょにつくる」〜りそなグ
ループのCSVプラットフォームREENAL
（RESONA＋REGIONAL）〜

藤原明さん（りそな総合研究所　リーナルビジネス部⻑）

第53回 2016/12/13 CSR・CSV・社会貢献活動の価値を、いかに評
価し、⽣かすのか︖

鴨崎貴泰さん（⽇本ファンドレイジング協会　事務局⻑）
⿓冶玲奈さん（⽇本マイクロソフト株式会社　施策渉外・法務
本部　渉外・社会貢献課⻑）

第52回
2016/10/28
〜10/29（合
宿）

・さまざまな主体とのコラボレーションによってソー
シャルイノベーションを起こすには〜社会問題解
決と企業価値の創造を追い求めて
・2020年代の企業のCSR・CSV・社会貢献担
当者に期待されること〜⽇本におけるメセナ・フィ
ランソロピーの歴史と未来予測を踏まえて〜

⽥村太郎さん（⼀般財団法⼈ダイバーシティ研究所 代表理
事）
村井琢哉さん（特定⾮営利活動法⼈⼭科醍醐こどものひろば
理事⻑）
中川悠さん（特定⾮営利活動法⼈チュラキューブ 代表理事
／株式会社きびもく 代表取締役）
出⼝正之さん（国⽴⺠族学博物館 ⺠族⽂化研究部 教授）

第51回 2016/8/9 企業と⾏政のコラボレーション〜連携・ネットワー
ク型で地域課題の解決を⽬指す

東⼝勝宏さん（⼤阪府公⺠戦略連携デスク チーフプロデュー
サー
⿊瀬陽⼀さん（株式会社セブン－イレブン・ジャパン オペレーショ
ン本部 関⻄ZO総務担当マネジャー）

第50回 2016/6/14 熊本地震に対し企業ができることとは〜関⻄から
できることを考える

頼政良太さん（被災地NGO恊働センター）
岡村こず恵（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）
東俊裕さん（被災地障害者センターくまもと）

第49回 2016/4/12 企業とNPOのコラボレーション〜異なるセクターが
協働する意味・価値とは

永井美佳（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）
相良有希⼦さん（阪急阪神ホールディングス株式会社）

◆2015年度年間テーマ︓CSRコミュニケーション
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第48回 2016/2/9
2030年代に競争⼒ある企業であるための持続
可能経営とは〜延⻑線上でない2020年代にど
う挑むか

川北秀⼈さん（IIHOE [⼈と組織と地球のための国際研究
所]・代表）

第47回 2015/12/15 地域とのコミュニケーション〜越前屋俵太的地域
コミュニケーション術

越前屋俵太さん（クリエイティブディレクター、書家名“俵 越
⼭”）

第46回 2015/10/13 CSR・社会貢献活動の取組における寄付先・
⽀援先の選び⽅を探る

⽯川誠さん（⼤⽇本住友製薬株式会社）
浦⽥和久さん（近畿労働⾦庫）
外間孝次さん（株式会社阪急阪神百貨店）

第45回 2015/8/4 CSR・社会貢献活動とパブリシティ〜メディアとの
コミュニケーションのあり⽅とは

塩川恵造さん（関⻄テレビ放送株式会社）
樺⼭浩⼆さん（フジサンケイビジネスアイ）
今⻄富幸さん（ライターズオフィス Polaris・代表）

第44回 2015/6/9 GRIガイドライン・G4準拠とレポーティングの実践
例〜実務サイドと専⾨家サイド両⾯からの報告

広瀬雄樹さん（積⽔ハウス株式会社）
播野直美さん（KPMG あずさサステナビリティ株式会社）

第43回 2015/4/14
参加全社『2014年度の⾃社の社会貢献、
CSR活動のご紹介︕』〜各社の取組に学び、
今後の⾃社の活動に⽣かす〜

参加会員全社

◆2014年度年間テーマ︓「CSV（Creating Shared Value）」とCSR（Corporate Social Responsibility）の関係を探る
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第42回 2015/2/10 CSVとCSR　⾃社取組にどう落とし込むか〜CSRの最新トレンドをふまえて 森摂さん（株式会社オルタナ）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第41回 2014/12/9 災害時、CSR・社会貢献活動として取り組める
こと〜災害⽀援活動の実践報告をふまえて

明城徹也さん（認定特定⾮営利活動法⼈ジャパン・プラット
フォーム）
⽔⾕綾（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

第40回 2014/10/3〜
4（合宿）

キリンのCSVの取り組みについて〜CSV推進の
実践に学ぶ
5〜10年後のために企業のCSR担当者は今何
をすべきか〜CSVを念頭に置きながら

太⽥健さん（キリン株式会社）／
倉光弘⼰さん（芦屋⼤学経営教育学部・教授）

第39回 2014/8/5 ソーシャルプロダクツとは〜求められる背景・現
状・課題

中間⼤維さん（⼀般社団法⼈ソーシャルプロダクツ普及推進協
会）
代島裕世さん（サラヤ株式会社）
暮部達夫さん（株式会社クレスコ）

第38回 2014/6/13 CSVとCSRの関係を探る 國部克彦さん（神⼾⼤学経営学研究科教授）

第37回 2014/4/8 社員のボランティア活動促進とその活性化のコツ
⼤阪商⼯信⽤⾦庫
住友⽣命保険相互会社
パナソニック株式会社エコソリューションズ社

◆2013年度開催実績
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第36回 2014/2/19
企業の社会貢献・CSR推進における不易流⾏
とは〜リンクアップフォーラム20年のあゆみと未来
への期待

⻑沢恵美⼦さん（⼀般社団法⼈経団連事業サービス）
早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）
新美佳代さん（阪急阪神ホールディングス株式会社）
広瀬雄樹さん（積⽔ハウス株式会社）

第35回 2013/12/10 その表⽰、⼤丈夫︖『グリーンウォッシュ』は経営リ
スク〜環境コミュニケーション⼒を⾼めるために

杦本育⽣さん・下村委津⼦さん（特定⾮営利活動法⼈環境
市⺠）

第34回 2013/10/8 G4ガイドラインでCSRレポーティングは何が変わる
のか︖ 冨⽥秀実さん（LRQAジャパン）

第33回 2013/8/6 性的マイノリティとともに働く〜企業価値を⾼める
職場づくりのために 村⽊真紀さん（虹⾊ダイバーシティ）

第32回 2013/6/20 フィールドワーク〜かんでんエルハート⾒学と障害
者の就労、雇⽤の現状について 上⽉正洋さん（特定⾮営利活動法⼈トゥギャザー）

第31回 2013/4/9 フィールドワーク〜チャイルド・ケモ・ハウス⾒学と
医療施設⽀援について ⽥村太郎さん（公益財団法⼈チャイルド・ケモ・サポート基⾦）

◆2012年度開催実績
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第30回 2013/2/12 プロボノに多⾓的な視点でアプローチする

岡本祥公⼦さん（サービスグラント）
東郷琴⼦さん・⼭⼝⼤輔さん（パナソニック）
⾼⽟要さん（インサイト）
広瀬雄樹さん（積⽔ハウス）

第29回 2012/12/11 参加全社『2012年いち押し事業』プレゼン⼤会 リンクアップフォーラム会員企業

第28回 2012/10/9 リンクでダイアログ〜PCLF企業のCSR報告書か
ら ⼤阪ガス株式会社、関⻄電⼒株式会社、積⽔ハウス株式会社

第27回 2012/8/7 CSRの現在形︕〜植林CSR、⾖乳CSR、そし
て 藤井敏彦さん（経済産業研究所）

第26回 2012/6/20 関⻄への県外避難者の現状と課題、 ⽀援にむ
けて

古部真由美さん（まるっと⻄⽇本）
遠藤雅彦さん（関⻄県外避難者の会 福島フォーラム）
勝部麗⼦さん（豊中市社会福祉協議会）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第25回 2012/4/10 集中講義〜認定NPO法⼈、NPO法⼈会計基
準を学ぶ

早瀬昇（⼤阪ボランティア協会・常務理事）
岩永清滋さん（公認会計⼠、税理⼠、NPO会計税務専⾨家
ネットワーク理事⻑）

◆2011年度開催実績
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第24回 2012/2/14 東⽇本⼤震災における⽣活⽀援とお⾦のこれか
ら

坂本憲治さん（市⺠社会創造ファンド）
河内崇典さん（み・らいず）

第23回 2011/12/13 フォーラム会員企業が取り組む社会貢献事業か
ら

シャープ株式会社
阪急阪神ホールディングス株式会社

第22回 2011/10/11 ⼤阪府の震災対応施策から学ぶ、⾏政と企業
の連携について

国領敬さん（⼤阪府政策企画部危機管理室危機管理課企
画推進グループ）

第21回 2011/8/2
被災地の“復興”⽀援を考える〜遠野まごころ
ネット『復興ビジョン』と『共⽣社会東⽇本地震
被災者救援⽀援の会』の取り組みをもとに

柏⽊宏さん（共⽣社会東⽇本地震被災者救援⽀援の会代
表・⼤阪市⽴⼤学教授）
多⽥⼀彦さん（遠野まごころネット　副代表）
坂⼝⼀美さん（共⽣社会東⽇本地震被災者救援⽀援の会）

第20回 2011/6/14 東⽇本⼤震災に対する企業の⽀援取り組み事
例

広瀬雄樹さん（積⽔ハウス株式会社　コーポレート・コミュニケー
ション部 CSR室）
関原深さん（株式会社インサイト　代表取締役）
吉川公⼆さん（株式会社フェリシモ　広報）
⽥尻佳史さん（⽇本NPOセンター　常務理事・事務局⻑）

第19回 2011/4/12 東北地⽅太平洋沖地震の現地報告、各社⽀
援の動きについて情報交換

⽥⼝圭祐さん（NPO法⼈ジャパンプラットフォーム）
上⽉正洋さん（NPO法⼈トゥギャザー）
岡村こず恵（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

◆2010年度開催実績
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第18回 2011/2/8 新しい公共と企業セクター
早瀬昇（⼤阪ボランティア協会・常務理事）
⾦⽥晃⼀さん（武⽥薬品⼯業株式会社　コーポレート・コミュニ
ケーション部 シニアマネージャー）

第17回 2010/12/14 地雷除去活動の取り組みから―本業の強みを
活かした社会貢献活動― 飯野能久さん（⽇⽴建機株式会社　CSR推進部⻑）

第16回 2010/10/12 社会的要請に応える経営と会社の評判管理 久新⼤四郎さん（偏⻄⾵事務所主幹）

第15回 2010/8/3 ⽇本に寄付⽂化を根付かせるには︖〜企業の
社会貢献と市⺠活動⽀援の新しい関係 鵜尾雅隆さん（⽇本ファンドレイジング協会）

第14回 2010/6/8 BOPビジネスとは何か︖〜NGOから⾒た課題と
展望 ⿊⽥かをりさん（CSOネットワーク　共同事業責任者）

第13回 2010/4/13 ⽣物多様性に企業はどう取り組むか︖〜
COP10開催年に際して

鈴⽊渉さん（環境省⾃然環境局⾃然環境計画課　⽣物多様
性地球戦略企画室　室⻑補佐）

　◆2009年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第12回 2010/2/9 企業の社会貢献活動の変遷と未来像〜リンク
⽼舗4社による討論会

⼤阪ガス株式会社、関⻄電⼒株式会社、住友⽣命保険相互
会社、パナソニック株式会社
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第11回 2009/12/9

【フィランソロピー・リンクアップフォーラム100回記
念】
企業とNPOの協働フォーラム・中間⽀援組織の
役割

【基調講演】⽥中弥⽣さん（⼤学評価・学位授与機構）
【パネルディスカッション】
嶋⽥実名⼦さん（花王株式会社）
⽥尻佳史さん（特定⾮営利活動法⼈⽇本NPOセンター）
岸⽥眞代さん（特定⾮営利活動法⼈パートナーシップ・サポート
センター）
⽔⾕綾（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）
早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

第10回 2009/10/13 社会起業型NPOとの交流セッション〜企業＆
NPO︓「かしこい」協働の⽅策を探る リンク会員企業と社会起業型NPOとの交流セッション

第9回 2009/8/4 CSR推進のための有効な⽅策を探る︕〜CSR
コンサルティング・報告書企画制作3社との対話

株式会社ゼネラル・プレス、凸版印刷株式会社、株式会社クレア
ン

第8回 2009/6/9 フィールドワーク︓釜ヶ崎のいま　釜ヶ崎⽀援機
構の活動より 沖野充彦さん（釜ヶ崎⽀援機構）

第7回 2009/4/14 フォーラム会員企業が取り組む社会貢献事業か
ら オムロン株式会社、積⽔ハウス株式会社

◆2008年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第6回 2009/2/10 ⼤阪経済⼈の社会⽂化貢献活動〜その歴史
から何を学ぶ︖ 宮本⼜郎さん（関⻄学院⼤学教授・⼤阪⼤学名誉教授）

第5回 2008/12/9 社会貢献・CSR担当部署の『困ったと悩み』を
解決するヒントをもらうワークショップ⼤会 会員企業・団体

第4回 2008/10/14 学校現場が求める『企業の教育⽀援活動』 若江眞紀さん（株式会社キャリアリンク 代表）、

第3回 2008/8/7 2008年G8サミットNGOフォーラムからのレポート 下澤嶽さん（国際協⼒NGOセンター（JANIC））

第2回 2008/6/10
リサイクル、燃やす燃やさない論争に終⽌符を︕
リサイクルの⽬的理解と、30年先を考えた視野
が必要

堀孝弘さん（特定⾮営利活動法⼈環境市⺠ 事務局⻑）

第1回 2008/4/24 企業市⺠・CSR活動のこれまでと今後…フォーラ
ムの活動を通して考える

早瀬昇（社会福祉法⼈ ⼤阪ボランティア協会　事務局⻑）
⾕本寛治さん（⼀橋⼤学⼤学院　商学研究科　教授）
⽔⾕綾（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

◆2007年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

KCF第19
回 2008/3/21

CSR会員企業フィールドワーク
〜積⽔ハウス総合住宅研究所納得⼯房・NPO
⻄⼭記念⽂庫の⾒学と企業の⾏う⽂化⽀援に
ついてのトークセッション〜

楠正吉さん（積⽔ハウス株式会社　コーポレート・コミュニケーショ
ン部CSR室）
広原盛明さん（NPO法⼈⻄⼭夘三記念すまい・まちづくり⽂庫
副理事⻑）

合同フォー
ラム（PLF
第89回・
KCF第18
回）

2008/2/27 ⾃殺防⽌対策と企業の役割 清⽔康之さん（特定⾮営利活動法⼈⾃殺対策⽀援センターラ
イフリンク　代表）

KCF第17
回 2007/12/3

ISO／SR︓「組織の社会的責任」の規格化の
ゆくえ
〜ISO26000とは何か、ISO／SRウイーン総会
報告会・関⻄〜
※「NPOメッセin関⻄2007」との共催

⿊⽥かをりさん（CSOネットワーク共同事業責任者（ISO／SR
ウィーン総会・エキスパート））
関正雄さん（株式会社損害保険ジャパンCSR・環境推進室⻑
（ISO／SRウィーン総会・エキスパート））

第88回 2007/12/11 災害救援と企業の関わり 安藤雄太さん（東京ボランティア・市⺠活動センター）



フィランソロピー・CSRリンクアップフォーラム（PCLF）の過去の実績

7

回数 ⽇付 テーマ 発題者

KCF第16
回 2007/11/20 会員間CSR報告書ダイヤログ⑤

由上啓⼀さん（株式会社クボタ CSR推進部）
熊⾛珠美さん（⼤阪ガス株式会社　環境部企画チーム）
楠正吉さん（積⽔ハウス株式会社　コーポレート・コミュニケーショ
ン部　CSR室）

第87回 2007/10/9 2008年G8サミットNGOフォーラム持続可能な社会に向けたNGOと企業の協働 星野昌⼦さん（2008年G8サミットNGOフォーラム　代表）

KCF第15
回 2007/9/18 会員間CSR報告書ダイヤログ④

冨岡洋光さん・⾼室友美⼦さん（関⻄電⼒株式会社　企画室
CSR推進グループ）
浦上英朗さん（株式会社クレアン）

合同フォー
ラム（PLF
第86回・
KCF第14
回）

2007/7/17 地球環境問題を解決するために必要な企業と
NPOの協働について

杦本育⽣さん（特定⾮営利活動法⼈環境市⺠）
松吉徹也さん（松下電器産業株式会社）

第85回 2007/6/12 会員企業による社会貢献事業の取り組み 永井隆⽂さん（ロート製薬株式会社）
布⾕秀嗣さん（松下電⼯株式会社）

KCF第13
回 2007/5/15 CSRのための社内の内部コミュニケーションのあり

⽅とは

冨岡洋光さん（関⻄電⼒株式会社　企画室CSR推進グルー
プ）
⻄⽥則彦さん（株式会社ワコールホールディングス　社⻑室CSR
担当）

第84回 2007/4/10 ⼤阪のまちで多⽂化共⽣を考える〜⽣野コリア
タウンフィールドワーク 宋悟さん（特定⾮営利活動法⼈コリアNGOセンター)

◆2006年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

KCF第12
回 2007/3/28 マスコミからの企業のCSRの⼀視点 野⽥幸雄さん（ジャーナリスト　ヒューマンライツアドバイザー）

第83回 2007/3/1 企業⼈が知っておきたい障害者⾃⽴⽀援法に
ついて ⼩澤温さん（東洋⼤学ライフデザイン学部教授）

KCF第11
回 2007/2/21 NPOからの企業のCSRの⼀視点⑤〜⼦育て⽀援とCSR〜

柳瀬真佐⼦さん（特定⾮営利活動法⼈関⻄こども⽂化協会
代表理事・事務局⻑）

KCF第10
回 2006/12/18 会員間CSR報告書ダイアログ③ 関⻄電⼒株式会社、⼤阪ガス株式会社

第82回 2006/12/13 ワークショッププログラム『新・貿易ゲーム』体験 ⽊川こずえさん（ポレポレクラブ主宰）

KCF第9
回 2006/11/30 関⻄CSRフォーラム発︕学⽣と企業のリアル座

談会︕︕ 学⽣が考える企業のCSR・フォーラム実⾏委員会

KCF第8
回 2006/11/8 会員間CSR報告書ダイアログ② 三洋電機株式会社、ダイキン⼯業株式会社

合同フォー
ラム（PLF
第81回・
KCF第7
回）

2006/10/11 ISO26000の動向と社会貢献の位置づけ ⾜達英⼀郎さん（株式会社⽇本総合研究所　上席主任研究
員）

KCF第6
回 2006/9/6 会員間CSR報告書ダイアログ① 積⽔ハウス株式会社、株式会社ワコールホールディングス

第80回 2006/8/8 コーズ・リレイテッド・マーケティング〜企業の社会
貢献活動の新たな形〜 柏⽊宏さん（⼤阪市⽴⼤学⼤学院教授）

KCF第5
回 2006/7/25 NPOからの企業のCSRの⼀視点④〜消費者とCSR〜

⿊⽊⾥恵さん（弁護⼠（NPO法⼈消費者ネット関⻄　理
事））

第79回 2006/6/21 国際⼈道援助におけるセクター間協⼒システム
ジャパン・プラットフォーム ⼤⻄健丞さん（ジャパン・プラットフォーム評議会議⻑）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第78回 2006/4/11 ビッグイシュー3年間の取り組みを総括する 佐野章⼆さん（有限会社ビッグイシュー⽇本代表）

◆2005年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

KCF第4
回 2006/3/8 NPOからの企業のCSRの⼀視点③〜⼥性の労

働環境とCSR〜
越堂静⼦さん（ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク（ＷＷＮ）
）

第77回 2006/2/9 NPOからの⽀援要請、寄附依頼の対応ケースス
タディ

リンクアップフォーラム幹事会メンバー4社（⼤阪ガス株式会社、
関⻄電⼒株式会社、住友⽣命保険相互会社 、松下電器産
業株式会社）

第76回 2005/12/22 間違いだらけのCSR論を斬る︕ 出⼝正之さん（国⽴⺠族学博物館教授、国際NPO・NGO学
会会⻑）

KCF第3
回 2005/12/7 NPOからの企業のCSRの⼀視点②〜共⽣社

会とCSR〜
⽥村太郎さん（IIHOE [⼈と組織と地球のための国際研究所]
研究主幹）

KCF第2
回 2005/10/17 NPOからの企業のCSRの⼀視点①〜株主オン

ブズマンの取り組みから
森岡孝⼆さん（特定⾮営利活動法⼈株主オンブズマン　理事
⻑）

第75回 2005/10/14 【連続企画2】フィランソロピー「そもそも論」NPO
セクターにとっての企業フィランソロピー ⼭岡義典さん（⽇本NPOセンター　副代表理事）

第74回 2005/8/21
【連続企画1】フィランソロピー「そもそも論」－あら
ためて問う、なぜ企業は社会貢献活動をするの
か︖︕－

清⽔英範さん（⼤阪ガス　エネルギー・⽂化研究所）
今⽥忠さん（市⺠社会研究所、フィランソロピー・リンクアップ・
フォーラム顧問）

第73回 2005/6/21 若⼿メンバーが本⾳で問う、企業の社会貢献活
動現場の課題・悩み

リンクアップJr.︓内村 綾さん（三井住友海上⽕災）、⼤村訓
さん（関⻄電⼒）、澁⾕陽⼦さん（三洋電機）、中野伊津⼦
さん（⼤阪ガス）、⻄まゆさん（近畿労働⾦庫）、三村紗央
⾥さん（住友⽣命）

KCF第1
回 2005/5/16

関⻄発 CSRの新しい⾵︕〜市⺠セクターととも
に企業の社会価値を⾼める可能性とは〜
＜基調講演＞CSRの動向と今後の企業と社会
の関係
＜パネルディスカッション＞市⺠セクターとの対話
でCSRは進むか︖

＜基調講演＞⾕本寛治さん（⼀橋⼤学 ⼤学院・教授）
＜パネリスト＞【学識】⾕本寛治さん（⼀橋⼤学 ⼤学院 教
授）、【企業】⽮島正敏さん（オムロン株式会社　CSR総括室
担当部⻑）、【NPO】杦本育⽣さん（特定⾮営利活動法⼈環
境市⺠）【コーディネーター】早瀬昇（⼤阪ボランティア協会事
務局⻑）

第72回 2005/4/20 企業における従業員・退職者対象ボランティアプ
ログラムの開発（⽇⽶⽐較）

「⽶国企業調査報告」Kathy Burnsさん（ボストン⼤学企業
市⺠センター）
「⽇本企業調査報告」今⽥忠さん（市⺠社会研究所、PLF顧
問）
「⽶国企業の社会貢献活動事例」Howard Fairweatherさ
ん、Jennifer Waldnerさん（State Street）、 Mary P. Oʼ
Malleyさん（Prudential Financial）

◆2004年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第71回 2005/1/24

＜阪神・淡路⼤震災10年記念特別企画＞
災害時の企業の救援活動・社会貢献活動を考
える〜企業の社会責任は果たせているか〜
基調発題︓「10年前、企業はどう動いたか〜
阪神・淡路⼤震災当時を振り返る」
パネルディスカッション︓「災害時の企業の救援
活動・社会貢献活動を考える」

早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）
井上⼩太郎さん（住友⽣命保険相互会社）
鈴⽊盈宏さん（トヨタ⾃動⾞株式会社）
⻑沢恵美⼦さん（⽇本経団連）

第70回 2004/12/14 社会貢献活動という戦略〜配分から投資へ〜 川北秀⼈さん（IIHOE[⼈と組織と地球のための国際研究所]
代表）

第69回 2004/10/11 進化するコミュニティ・ビジネス－社会イノベーター
としての期待－

加藤恵正さん（兵庫県⽴⼤学　経済経営研究所　所⻑・教
授）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第68回 2004/8/24 わが社の社会貢献活動の戦略―現状と課題か
ら考える―

宇治収さん（三洋電機株式会社）
⽥中英⼆さん（株式会社髙島屋）
尾崎実さん（富⼠ゼロックス株式会社）

第67回 2004/6/22 対等なパートナーシップは実現できたか︖︕ ⻑沢恵美⼦さん（社団法⼈⽇本経済団体連合会1％クラブ）

第66回 2004/4/28 Life　Qualityの鍵　男⼥平等の扉 松井千穂さん（⽇本労働組合総連合会　⼤阪府連合会　男
⼥平等推進部⻑）

◆2003年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第65回 2004/2/24 企業に求められるCSRの現状と課題 ⾼巌さん（麗澤⼤学教授）

第64回 2003/12/8

【フィランソロピー・リンクアップ・フォーラム10周年
記念オープン・フォーラム】
企業の社会的責任から企業の社会価値の創造
へ〜 企業市⺠活動の戦略的展開を考える〜

柏⽊宏さん（⼤阪市⽴⼤学⼤学院／JPRN⽇本太平洋資料
ネットワーク理事⻑）
海野みづえさん（株式会社創コンサルティング代表取締役）
鈴⽊均さん（NEC　社会貢献部部⻑）

第63回 2003/10/10 環境NPO・NGOと企業の連携〜ゼロ・ウェイスト
キャンペーンを通じて考える〜

⽊村雅史さん（グリーンピース・ジャパン事務局⻑）
佐藤潤⼀さん（グリーンピース・ジャパン有害物質問題担当）

第62回 2003/8/22 企業のメセナ活動〜助成認定制度の取り組み
と企業メセナ協議会がめざすもの〜 出⼝正之さん（社団法⼈企業メセナ協議会　専務理事）

第61回 2003/6/25 釜ヶ崎の歴史と新しいまちづくり〜まちづくりNPO
の取り組みに学ぶ〜

原⼝剛さん（⼤阪市⽴⼤学⼤学院⽔内研究室）
ありむら潜さん（釜ヶ崎再⽣フォーラム事務局⻑）

第60回 2003/4/8 CSR、SRIの現状〜パブリックリソースセンターが
⽬指すもの〜

岸本幸⼦さん（特定⾮営利活動法⼈パブリックリソースセンター
事務局⻑）

◆2002年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第59回 2003/2/18 社会貢献活動の選択〜NPOとの協働をキー
ワードに〜

⼩⼭正⼈さん（近畿労働⾦庫　経営企画部　広報・地域福祉
課）

第58回 2002/12/6〜
7 関⻄電⼒株式会社　⾼浜発電所　視察

第57回 2002/10/8
「産業構造審議会NPO部会中間とりまとめ『新
しい公益』の実現に向けて」を読む〜報告書作
成の「現場」からのレポート〜

今瀬政司さん（市⺠活動情報センター　代表）

第56回 2002/8/26 社会福祉協議会の実態に迫る〜改めて企業と
の協働を考える〜

間哲朗さん（⼤⾕⼤学・京都⽂京短期⼤学／⾮常勤講師
元／京都府社会福祉協議会事務局次⻑）

第55回 2002/6/11
NPOと企業の協働で社会変⾰は可能か︖〜
NPOと企業の協働を考えるお⾒合いワークショッ
プ〜

内⼭博史さん（特定⾮営利活動法⼈NPO政策研究所）
内⽥弘志さん（財団法⼈⼤阪YMCA）
中條桂さん（特定⾮営利活動法⼈トゥギャザー）
⼭⽥裕⼦さん（特定⾮営利活動法⼈⼤阪NPOセンター）
栗本敦⼦さん（地球市⺠教育センター）

第54回 2002/4/9 企業の社会的責任と社会貢献 ⾕本寛治さん（⼀橋⼤学⼤学院　商学研究科　教授）

◆2001年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第53回 2002/2/12 市⺠の創造⼒と企業メセナ 加藤種男さん（アサヒビール株式会社　環境社会貢献部）

第52回 2001/12/11 経営者になって学んだこと〜企業の社会貢献活
動と多分化共⽣社会・⼈権〜 ⾟淑⽟さん（株式会社⾹科舎　⼈材育成技術研究所）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第51回 2001/10/10

社会貢献活動をいかに“評価”するか
「社会貢献活動の評価について」
「社会貢献活動の評価システム －00年度活
動評価結果報告－」

⾼林潔さん（NECコーポレートコミュニケーション部）
川出千夏さん（株式会社デンソー）

第50回 2001/8/28 インナーコミュニケーション〜社内広報をもっと活
⽤しよう︕〜

吐⼭継彦さん（⾔葉⼯房）
尾崎⼒さん（株式会社関⻄マガジンセンター）
上林康典さん（株式会社かんでんエルハート）
リンクアップJr. (⼩⽥恵⼦さん（⼤阪ガス株式会社）、藤⽥葉
⼦さん（松下電器産業株式会社））

第49回 2001/6/12

地域通貨の魅⼒と可能性を探る
地域通貨の動向と今後の発展の可能性〜企
業・地域社会・NPOのコラボレーションをめざして
〜

内⼭博史さん（特定⾮営利活動法⼈NPO政策研究所　専務
理事）

第48回 2001/4/10 環境パートナーシップを考える〜企業・地域社
会・NPO〜 植⽥和弘さん（京都⼤学⼤学院　経済学研究科教授）

◆2000年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第47回 2001/2/20

＜関⻄経済連合会　企業と社会委員会⽶国
調査団報告＞
社会的に責任ある企業像を求めて〜企業と社
会委員会　訪⽶調査から学ぶこと〜

⼩林義彦さん（関⻄経済連合会　事業推進第⼀部課⻑）

第46回 2000/12/19 企業の社会貢献担当者のためのボランティアコー
ディネートの知識と技法 筒井のり⼦さん（⿓⾕⼤学　助教授）

第45回 2000/10/10

多分化社会と企業
「⽇本で暮らす外国⼈とNPOの役割〜多分化
共⽣センターの活動から〜」
「在⽇コリアンと⽇本〜その歴史と今〜」

⽥村太郎さん（特定⾮営利法⼈多分化共⽣センター）
具圭三（ク　キュサム）さん（財団法⼈とよなか国際交流協
会）

第44回 2000/8/22 どう考える︖　フィランソロピーの新潮流、新戦略〜リンクアップ・ミッドサマー・ワークショップ〜 菊地健さん（松下電器産業株式会社）

第43回 2000/6/13

もうひとつの税制改⾰〜社会にとって、企業に
とって、NPOにとっての税制改⾰の意味〜
「⽶国におけるNPO税制―NPOに関する税制
度改⾰を考えるために」
「特定⾮営利活動法⼈の税制優遇措置―その
意義と国内での検討最新情報」

早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）
松原明さん（シーズ＝市⺠社会を⽀える制度をつくる会）

第42回 2000/4/12 「市⺠社会と介護保険制度―そのポイントと動
向」 ⼤⾕強さん（関⻄学院⼤学教授）

◆1999年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第41回 2000/2/4 マスコミと社会貢献担当者のパートナーシップのく
み⽅

増⽥宏幸さん（毎⽇新聞労働組合）
⽯野伸⼦さん（産経新聞）

第40回 1999/12/14 企業社会貢献、10年の取り組みを総括する 早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

第39回 1999/11/25 関⻄電⼒︓⿊部川第4発電所⾒学

第38回 1999/8/24 フィランソロピー関東・中部事情 池上博⾝さん（トヨタ⾃動⾞株式会社）
⻑沢恵美⼦さん（社団法⼈経済団体連合会）

第37回 1999/6/8 NPOと企業のパートナーシップはどうあるべきか
中村順⼦さん（コミュニティサポートセンター神⼾）
藤野達也さん（財団法⼈PHD協会）
実吉威さん（震災しみん情報室）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第36回 1999/4/13 社内営業〜我が社の戦略〜

絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社
松井淳太郎さん（⼤阪ガス株式会社）
井上⼩太郎さん（住友⽣命保険相互会社）
⼭元弘久さん（⼤同⽣命保険相互会社）
菊池健さん（松下電器産業株式会社）

◆1998年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第35回 1999/2/9 NPOサポートセンターの在り⽅を問う ⼭岡義典さん（特定⾮営利活動法⼈⽇本NPOセンター）
早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

第34回 1998/12/11 公的介護保険の意味と企業の役割 岡本祐三さん（神⼾市看護⼤学教授・⼤阪⼤学医学部講
師）

第33回 1998/10/12 改めて問う　企業の社会貢献活動 前市岡楽正さん（⼤阪ガスエネルギー・⽂化研究所）

第32回 1998/8/25 若⼿メンバーが問うフィランソロピー我が社の真実

野地⼩百合さん（関⻄電⼒株式会社）
数瀬明美さん（⽇東電⼯株式会社）
松井千穂さん（松下電器株式会社）
中野奈津美さん（⾼島屋株式会社）
松井淳太郎さん（⼤阪ガス株式会社）
絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社）
菊池健さん（松下電器株式会社）
井上⼩太郎さん（住友⽣命保険相互会社）
⼭元弘久さん（⼤同⽣命保険相互会社）

第31回 1998/6/16
草の根NPOの経営論〜元企業コンサルタントが
語る　パートナーシップが組めるNPOの条件と
は︖〜

松原明さん（シーズ・市⺠活動を⽀える制度をつくる会　事務局
⻑）

第30回 1998/4/14 企業がNPOとパートナーシップを組む時

⼤阪ガス株式会社、オムロン株式会社、関⻄電⼒株式会社、
三洋電機株式会社、住友海上⽕災保険株式会社、住友⽣命
保険相互会社、⼤同⽣命保険相互会社、松下電器産業株式
会社、三菱商事株式会社、四国銀⾏株式会社、財団法⼈⽇
本⽣命、兵庫県社会福祉協議会

◆1997年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第29回 1998/2/10 労働組合としての社会貢献活動を考える ⽯⿊博俊さん（連合⼤阪）
成川好央さん（松下電器産業労働組合）

第28回 1997/12/7 社会貢献元年から7年〜その到達点と課題〜 ⽥代正美さん（財団法⼈経済広報センター）

第27回 1997/10/14 これからの企業市⺠プロデューサーのキーワード 菊池健さん（松下電器産業株式会社）

第26回 1997/8/22 ⾮営利セクターのインターメディアリー〜事例と理
論的考察〜 ⽥中弥⽣さん（笹川平和財団プログラムオフィサー）

第25回 1997/6/10〜
11

企業の社会貢献活動、これまでのふりかえりと今
後の展望 絹川正明さん（関⻄電⼒地域共⽣グループ　課⻑）

第24回 1997/4/8 市⺠社会構築に向けての企業の役割 今⽥忠さん（阪神淡路コミュニティー基⾦　事務局⻑）

◆1996年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第23回 1997/2/4 社会の動向とNPOの役割について〜NPO法案
の動向を踏まえて〜 早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第22回 1996/12/10 ケーススタディーによる各社の悩み解決のための
ワークショップ 吐⼭継彦さん（⾔葉⼯房）

第21回 1996/10/8 ⾃主開発プログラム・我が社の場合〜担当者の
本⾳を語る〜

絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社）
林葉⼦さん（住友海上⽕災保険株式会社）

第20回 1996/8/20 ボランティア⽀援プログラムの開発事例に学ぶ

原⽥彰⼦さん（サークル「熟塾」）
星⾒享さん（⼤阪ガス株式会社）
乾勝彦さん（寝屋川養護学校教員）
⽥尻佳史（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

第19回 1996/6/11 我が社の、寄附依頼への対応策はこれだ︕

井上⼩太郎さん（住友⽣命保険相互会社）
絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社）
藤江順⼀さん（三洋電気株式会社）
出⼝正之さん（国⽴総合研究⼤学院⼤学）

第18回 1996/4/9 社会貢献担当は⾃社の本業にこう関わるべきだ グループディスカッション

◆19995年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第17回 1996/2/22
共⽣社会と企業フィランソロピー活動の意味〜
E&Cの取り組みと企業におけるバリアフリーの商
品開発〜

中島厳さん（国際デザイン交流協会）
⽊村多加緒さん（三洋電機株式会社　ハイ･リビング事業本
部）
⾨脇あつ⼦さん（⼤阪ガス株式会社　商品技術開発部）
今井倫⼦さん（松下電器産業株式会社　洗濯機事業部）

第16回 1995/12/18 スライドで⾒る各社の社会貢献活動の実践 参加企業各社の代表者

1995/11/7 APEC⼤阪会議開催記念　公開シンポジウム 公開シンポジウム　フィランソロピー21世紀のゆくえ

第15回 1995/10/16 障害者雇⽤事業を視る ⼾⽥幸彦さん（株式会社かんでんエルハート）

第14回 1995/8/ 企業のフィランソロピー活動　⻄・東 島⽥京⼦さん　(⽇産⾃動社株式会社)

第13回 1995/6/14 アメリカの緊急時の救援活動のネットワークを学
ぶ 村上良雄さん（たんぽぽの家　施設⻑）

第12回 1995/4/9 阪神⼤震災を契機としたフィランソロピー発展の
可能性 絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社）

◆1994年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第11回 1995/2/15 阪神⼤震災被災地の⼈々を応援する市⺠の会
に学ぶ

⽥尻佳史（⼤阪ボランティア協会／企業市⺠活動推進セン
ター）

第10回 1994/12/8 社員のボランティア活動の⽀援体制とその実践
〜各社の取り組みの事例から〜

出井惣治さん（⼤阪資⽣堂株式会社）
⻄村完⼀さん（トヨタ⾃動⾞株式会社）
⼭元弘久さん（⼤同⽣命保険相互会社）

第9回 1994/10/5 アメリカからAGJPのメンバーを迎えて〜⽇本の経
験・アメリカの経験〜

Delwin A.Royさん
（AGJP:AffinityGrouponJapnesePhilanthropy)
絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社）
星⾒享さん（⼤阪ガス株式会社）
三島祥宏さん（財団法⼈⼤阪コミュニティ財団）
早瀬昇（社会福祉法⼈⼤阪ボランティア協会）

第8回 1994/8/25 “企業メセナ活動”のあり⽅を探る〜各社の取り
組みの事例から〜

⽯井純さん（松下電器産業株式会社）
井上⼩太郎さん（住友⽣命保険相互会社）
藤江順⼀さん（三洋電機株式会社）
出⼝正之さん（財団法⼈サントリー⽂化財団）
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回数 ⽇付 テーマ 発題者

第7回 1994/6/21
検証︕“企業市⺠活動”のあり⽅をいま⼀度整
理する〜1年を迎えたリンクアップフォーラムの振り
返りとして〜

絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社）

第6回 1994/4/20 企業の⾮営利団体へのサポートのあり⽅とその
⽅法 渡辺元さん（トヨタ財団　プログラムオフィサー）

◆1993年度開催実績︓
回数 ⽇付 テーマ 発題者

第5回 1994/2/17 「企業市⺠」活動の意味と限界について考える 奥村宏さん（⿓⾕⼤学　経済学部　教授）

第4回 1993/12/15 ⾮営利団体への協⼒をいかにすべきか︖我が社
の取り組みを通して考える

⽯井純さん（松下電器産業株式会社）
井上⼩太郎さん（住友⽣命保険相互会社）
陰⼭和彦さん（三洋電機株式会社）
佐藤靖彦さん（関⻄電⼒株式会社）

第3回 1993/10/27 本⾳で勝負︕我が社の企業市⺠活動〜プロ
ジェクトの成功例、失敗例〜

⽯川純さん（松下電器産業株式会社）
絹川正明さん（関⻄電⼒株式会社）
林信雄さん（住友⾦属⼯業株式会社）
星⾒享さん（⼤阪ガス株式会社）
尾崎⼒さん（関⻄マガジンセンター）

第2回 1993/8/26 今、求められる企業と⾮営利団体のパートナー
シップの考え⽅と進め⽅ ⽥代正美さん（経済団体連合会　社会貢献部　調査役）

第1回 1993/6/22 フリーディスカッション形式で意⾒交流を⾏う 各社事例発表によるフリーディスカッション


