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社会福祉法人大阪ボランティア協会 企業市民活動推進センター（ＣＣＣ） 主催 

フィランソロピー・ＣＳＲリンクアップフォーラム 協力 

～新任担当者のみなさまのご期待に応えまして、３年ぶりに復活開催します～ 

 

 「ＣＳＲ担当になったが、まだまだわからないことが多い。」 

 「ＣＳＲや社会貢献活動の状況やポイントを網羅的に押さえたい。」 

 「担当ではないけど、ＣＳＲの基礎をちゃんと学んでみたい。」 

 ―そんな声をあちこちから聞きます。 

 

 そこで、大阪ボランティア協会企業市民活動推進センター（ＣＣＣ）では、 

 関西でのＣＳＲ推進や社会貢献活動、ＣＳＶの取り組みに関心のある方や、 

 ソーシャルな取り組みに関心のある方を対象に、 

 少人数での講義およびワークショップ形式の研修をご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

●日時：第１・２講 ２０１６年１０月 ５日（水）１３時２０分から１９時 

    第３・４講 ２０１６年１０月１９日（水）１３時２０分から１８時 

    第５・６講 ２０１６年１１月１０日（木）１３時２０分から１８時 

    第７・８講 ２０１６年１１月２４日（木）１３時２０分から１９時 

●会場：市民活動スクエアＣＡＮＶＡＳ（キャンバス）谷町 

    （大阪ボランティア協会のある拠点） 

 

 このような機会を待っていたという方は、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっと詳しい内容を知りたい！という方は、下記サイト、または次ページをご覧ください。 

 

http://www.osakavol.org/06/seminar/csr_seminar2016.html 

2016年9月14日版  

ＣＳＲ・社会貢献 基礎研修 2016 

Wow ! 

Check it out !! 
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● カリキュラム 

詳しい内容は、下記ホームページにて更新していきます。 

http://www.osakavol.org/06/seminar/csr_seminar2016.html 

 テーマ 内容と講師 

第１講 
10/5水 
13:20～ 
15:20 

大阪経済人の社会文
化貢献活動 

●大阪経済人の社会文化貢献活動について理解を深めます。 
・講演１１０分（質疑応答含む）：大阪大学名誉教授・大阪企業家ミュージア
ム館長・宮本 又郎氏 

・アンケート回答・事務連絡など１０分 
第２講 
10/5水 
15:30～ 
17:30 

ＣＳＲの考え方と展
開 
～ＣＳＲ・ＣＳＶ・
社会貢献担当者にな
ってみて 

●内容：ＣＳＲの考え方と展開について理解を深め、実際にＣＳＲ・ＣＳＶ・
社会貢献担当になってみた実感を担当者に伺います。 
・講義４５分：（福）大阪ボランティア協会常務理事／（特）日本ＮＰＯセン
ター代表理事・早瀬 昇氏 
・事例提供４５分：大阪ガス（株）・中野 伊津子氏、大阪商工信用金庫・林 
由以子氏、住友生命保険（相）・森田 聖子氏 
・意見交換・質疑応答など２０分 ・アンケート回答・事務連絡など１０分 

10/5水 
17:40～
19:00 

情報交換会 会場にて、名刺交換会のあと、会場を変えて懇談会を行います。 

第３講 
10/19水 
13:20～ 
15:20 

「攻め」のＣＳＲ展
開➊ 
～社員のボランティ
ア活動を推進する事
業を企画してみて 

●内容：社員のボランティア活動推進の取組方について事例を通して理解を
深めます。 
・講義４５分：（福）大阪ボランティア協会・永井美佳 
・事例提供４５分：大日本住友製薬（株）・郡 真二郎氏、ほか１社へ依頼 
・意見交換・質疑応答など２０分 ・アンケート回答・事務連絡など１０分 

第４講 
10/19水 
15:30～ 
17:30 

「攻め」のＣＳＲ展
開➋ 
～ＮＰＯを支援また
は協働する事業を
企画してみて 

●内容：ＮＰＯを支援または協働する事業の取組方について事例を通して理
解を深めます。 
・講義４５分：（福）大阪ボランティア協会企業市民活動推進センター運営委
員／大阪ガス（株）・江本 雅朗氏 
・事例提供４５分：（株）阪急阪神百貨店・外間 孝次氏（依頼中） 
 大阪ガス（株）・ご担当者 
 （特）子どもデザイン教室・和田 隆博氏 
・意見交換・質疑応答など２０分 ・アンケート回答・事務連絡など１０分 

10/19水 
17:40～ 

※情報交換会 
（希望者のみ） 

会場を変えて、希望者で懇談会を行います。 

第５講 
11/10木 
13:20～ 
15:20 

「攻め」のＣＳＲ展
開➌ 
～コーズリレ―ティ
ッドマーケティング
（ＣＲＭ）に取組ん
でみて 

●内容：コーズリレ―ティッドマーケティング（ＣＲＭ）の取組み方につい
て事例を通して理解を深めます。 
・講義４５分：（福）大阪ボランティア協会・ＣＲＭ研究会メンバー 
・事例提供４５分：２事例程度依頼予定 
・意見交換・質疑応答など２０分 ・アンケート回答・事務連絡など１０分 

第６講 
11/10木 
15:30～ 
17:30 

社会の困りごと、今
日的な社会問題と市
民活動の取組みにつ
いて知ろう 

●内容：福祉、子ども、国際、環境の４つのテーマについてのリレートーク
を通して、社会の困りごとについての理解を深めます。 
・事例提供２０分×４団体： 
①福祉：（特）プール・ボランティア・岡崎 寛氏・織田 智子氏 
②子ども：（特）山科醍醐こどものひろば・村井 琢哉氏 
③国際：（公社）アジア協会アジア友の会・横山 浩平氏 
④環境：箕面の山パトロール隊・村上 龍太氏 
・意見交換・質疑応答など３０分 ・アンケート回答・事務連絡など１０分 

11/10木 
17:40～ 

※情報交換会 
（希望者のみ） 

会場を変えて、希望者で懇談会を行います。 

第７講 
11/24木 
13:20～ 
15:20 

社会の困りごと、災
害救援・復興支援活
動について知ろう 

●内容：災害救援や復興支援について企業ができることについて考えます。 
・講義４５分：（福）大阪ボランティア協会・岡村こず恵 
・事例提供４５分：積水ハウス（株）・広瀬 雄樹氏、ほか１社へ依頼予定 
・意見交換・質疑応答など２０分 ・アンケート回答・事務連絡など１０分 

第８講 
11/24木 
15:30～ 
17:30 

ワークショップ～具
体的な取組みを企画
してみよう 

●内容：各自「自分ならどうする」をプランに描き、発表＆ブラッシュアッ
プを行います。 
・進行：阪急阪神ホールディングス（株）・相良 有希子氏 
・ＣＳＲ担当者・元担当者が応援コメントをフィードバックします。 
・アンケート回答・事務連絡など１０分 

11/24木 
17:40～ 
19:00 

情報交換会 会場にて、名刺交換会のあと、懇談会を行います。 
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● 参加費 

参加費（受講料・テキスト料）は当日受付にてお支払いください。請求書等が必要な方は、「ご連絡事項・配慮事項等」の欄に

ご記入ください。参加費を受領した後は、お返しできません。 

➊ 受講料 

※協会個人会員は、年度会費７，０００円（市民活動情報誌『ウォロ』年６回付）。１０月からの入会は半額。 

➋ テキスト料 

『テキスト市民活動論』 お一人一冊 １，６２０円 （協会個人会員は１割引きとなり１，４５８円） 

※連続参加（第１講～第８講）の方は、テキストを１冊プレゼントします。 

※『テキスト市民活動論』をお持ちの方は書籍をご持参ください。 

 

● 会場 

市民活動スクエア「ＣＡＮＶＡＳ（キャンバス）谷町」 

（大阪市中央区谷町2丁目2-20 2F） 

※大阪ボランティア協会のある拠点です。 

 

● 定員 

２０人 

※連続参加がのぞましいですが、単発参加もできます。 

※定員になり次第、締め切ります。 

 

● 対象 

・企業の新任のＣＳＲ・ＣＳＶ・社会貢献活動のご担当者さま 

・改めて、ＣＳＲ・ＣＳＶ・社会貢献について学びたい方 

・その他関心のある方、具体的に取り組みたいと考えている方 など 

 

● お申込み・お問合せ先 

社会福祉法人 大阪ボランティア協会 企業市民活動推進センター（ＣＣＣ）（担当：岡村・永井） 

Tel：06-6809-4901（代） Fax：06-6809-4902 Email：office@osakavol.org URL：http://www.osakavol.org/ 

〒540-0012 大阪市中央区谷町2丁目2-20 2F 市民活動スクエア「ＣＡＮＶＡＳ（キャンバス）谷町」 

※下記ホームページからお申込みいただくか、別紙「参加申込書」を上記宛にお送りください。 

http://www.osakavol.org/06/ seminar/csr_seminar2016_form.html 

 

● 主催・大阪ボランティア協会 企業市民活動推進ンセンター（ＣＣＣ）について 

 大阪ボランティア協会（１９６５年創立）は、ボランティア、ＮＰＯ等の市民活動を通じて、市民が主体となった社会づくりをめざして
います。そのためには、常に民間の立場から、市民活動を支えていただくことが大切だと考えています。行政から独立した立場で
パートナーシップを築くために、市民、企業、労働組合、財団など民間の力で財政基盤を確立していきたいと願っています。 
 協会は、１９９１年に企業市民活動推進センター（ＣＣＣ）を開設し、１９９３年にフィランソロピー・ＣＳＲリンクアップフォーラム（ＰＣ
ＬＦ）を開催するなど、市民セクターとの協働によるさまざまな事業で、企業の社会的価値を高める取り組みをサポートしていま
す。 
 昨今、企業が社会から共感・信頼され、発展する上で、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）の推進や社会貢献活動・ＣＳＶ
（Creating Shared Value/共通価値の創造）の取組みは不可欠になってきています。こうした社会の潮流を踏まえ、企業の社会性を
高めることは、「２１世紀型企業の重要な経営課題」です。単に法令を遵守するにとどまらず、多彩な社会貢献活動や社員のボラン
ティア活動支援、ＮＰＯ（非営利組織）との協働、コーズリレーティッドマーケティング（ＣＲＭ）やＣＳＶの取組なども含めた「企業市
民」としての行動が求められています。 
 協会は、企業のＣＳＲの推進や社会貢献活動・ＣＳＶに関するご相談に応じていますので、お気軽にお問合せください。 

 協会のウォロ付個人会員 
フィランソロピー・ＣＳＲリンクアッ

プフォーラム（ＰＣＬＦ）会員 
一般 

連続参加 

（第１講～第８講） 

全参加 ２０，０００円 

★テキスト付でお得です！ 

全参加 ２０，０００円 
★テキスト付でお得です！ 

全参加 ２４，０００円 

★テキスト付です 

単発参加 単発参加 ２，５００円/回 単発参加 ３，０００円/回 単発参加 ３，５００円/回 
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大阪ボランティア協会「ＣＳＲ・社会貢献 基礎研修２０１６」係宛 

→ Email：office@osakavol.org ／ Fax：06-6809-4902 

ＣＳＲ・社会貢献 基礎研修 2016参加申込書 

● 同一組織から複数名でご参加いただけます。ただし、お一人ずつお申込みください。 

● 参加者のお名前と企業・団体名・部署名等は、参加者リストに掲載し当日配布します。都合の悪い方はお知らせください。 

● 領収書の宛名は企業・団体名とします。部署名も記載が必要な場合や別の宛名を希望される場合はご指定ください。 

● 参加費（受講料・テキスト料）は当日受付にてお支払いください。請求書等が必要な方は、「ご連絡事項・配慮事項等」の欄に

ご記入ください。 

● 遅刻、早退等がある場合は、「ご連絡事項・配慮事項等」の欄にご記入ください。 

 
※ホームページの申込みフォームか、下記フォームで Email：office@osakavol.org またはＦＡＸ：０６-６８０９-４９０２ 宛にお申し込みください。 

■ お名前（ふりがな） ■ 企業・団体名・部署名等 
※役職名はお知らせのあった場合に記載します。 

■ e-mail ※上記と別名の領収書が必要な場合は宛名を記載してください。 

■ 電話 ■ ＣＳＲ・社会貢献の取組みについて、あなたの担当年数 

（      ）年（      ）ヶ月 

※該当するものに☑印をつけてください。  

□ 大阪ボランティア協会ウォロ付個人会員 

□ 個人会員非会員 

□ この機会に入会を検討したい 
※ウォロ付個人会員の年度会費は 7,000円（10月以降の下半期会費は半額） 

□ フィランソロピー・ＣＳＲリンクアップフォーラム（ＰＣＬＦ）

会員企業・団体 

□ ＰＣＬＦ非会員 

□ この機会に入会を検討したい 
※ＰＣＬＦの年度会費は 1社70,000円（4月からの 1年間） 

参加区分 ※該当するものに☑印を 協会のウォロ付個人会員 ＰＣＬＦ会員 一般 

連続参加 
第１講（10/5）から第８講

（11/24）まで全参加 
□全参加 ２０，０００円 
   （テキスト料金含む） 

□全参加 ２０，０００円 
   （テキスト料金含む） 

□全参加 ２４，０００円 
   （テキスト料金含む） 

単発参加 

10/5 

（水） 

第１講（13:20-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

第２講（15:30-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

情報交換会（17:40-） □参加する □参加できない □参加する □参加できない □参加する □参加できない 

10/19 

（水） 

第３講（13:20-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

第４講（15:30-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

11/10 

（木） 

第５講（13:20-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

第６講（15:30-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

11/24 

（木） 

第７講（13:20-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

第８講（15:30-） □単発参加 ２，５００円 □単発参加 ３，０００円 □単発参加 ３，５００円 

情報交換会（17:40-） □参加する □参加できない □参加する □参加できない □参加する □参加できない 

テキスト 
 

持っていない □テキスト料１，４５８円 □テキスト料１，６２０円 □テキスト料１，６２０円 

持っている □テキスト料    ０円 □テキスト料    ０円 □テキスト料    ０円 
参加費計 ※左記に合計額を記入 円 円 円 

■受講の動機、または講座に期待すること ※研修全体に対して…、第１講に対して…など、具体的にお書きください。 

 
 

■セミナーのことをどちらでお知りになりましたか？ 

■ご連絡事項・配慮事項等 

※ご記入いただいた個人情報は、本目的以外には使用しません。 


