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国際人権 NGO アムネスティ香港から理事長来日 

グローバルな社会課題解決を考えるカンファレンス「HAPIC（ハピック）」開催 

全 15 セッション、市民社会と官民学のトップランナー50名が登壇 

グローバルな社会課題解決に国内外で取り組む日本の NGO 支援する、認定 NPO 法人 国際

協力 NGO センター（JANIC）は、2020 年 2 月 14 日（金）に グローバルな社会課題について考え

るカンファレンス「課題解決の先へ。HAPIC（ハピック）－HAPPINESS IDEA CONFERENCE」 、

KFC Hall＆Rooms（国際ファッションセンター、東京都墨田区横綱）で開催します。 

社会課題が国境を越えて広がり、深刻化かつ複雑化する中、さまざまなアクターが枠組みを越

えて協働することがますます求められています。HAPIC では「ブレイクスルー」をテーマに、各分野

の最前線で活躍するプレイヤーが登壇し、国内外の最新動向

について議論を行います。取り上げるトピックは、「共生社会」、

「ビジネスと人権」、「コレクティブ・インパクト」、「人道支援の国

際基準」、「働き方改革」など多岐にわたります。 

 

キーノート・セッションには、国際人権 NGO アムネスティ・イ

ンターナショナル香港支部理事長のライーズ・ベイグ氏を迎え、

香港の立場からグローバルな共生社会のあり方について問題

提起をしていただきます。つづくパネルディスカッションには、

外務省や経団連関係者、ジャーナリストも登壇予定です。 

プログラム終了後には、登壇者や参加者を対象としたネット

ワーキング・レセプションを同会場で実施します。 

 

JANIC はイベントを通じ、最前線で活躍するプレイヤー同士

が出会うことで新しい解決のアイデアやパートナーが生まれる

ことを、期待しています。NGO 関係者、企業関係者はもちろん、

一般の方々も広く来場者を募集します。 

つきましては当イベントを是非、ご取材賜りますと幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント＆ご取材のご案内      2020年 2月 10日 

ライーズ・ベイグ氏（プロフィールは下記参照） 

ライーズ・ベイグ（Raees Baig）氏プロフィール 

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 

ソーシャルワーカーの学士号と博士号で香港大学を卒業し、現在、香港中文大学のソーシャルワーク学部の准

教授を務める。性別、移民、少数派を主な研究分野とし、これまでに、名誉に基づく暴力に関する少数民族女

性の視点に関する研究プロジェクト、国境を越えた移住における男女平等に対するイスラム教徒の若い女性の

視点、移民労働者の権利に対する宗教機関の関与などに携わる。さまざまな国内外の人権団体で少数民族の

権利に取り組んでおり、国連人権高等弁務官事務所フェロー、香港人権監視委員会、アムネスティ・インターナ

ショナル香港、フェミニズム推進協会の役員を務める。 

HAPIC オフィシャルロゴ 

http://www.janic.org/
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― 予定内容 ― 

 

内容 登壇者 テーマ 

オープニング・スペシャルセッション 
9:30-10:00 

・木内 真理子氏 

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 

「HAPICへようこそ！」 

オープニング・キーノートセッション 
10:00 - 11:30 

・ライーズ・ベイグ（Raees Baig）氏 

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 

・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 

・桑原 進氏 

外務省国際協力局審議官・NGO 担当大使 

・長谷川 知子氏 

一般社団法人日本経済団体連合会 SDGs本部長 

・古田 大輔氏 

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」 

ブレイクアウトセッション 
13:00 - 14:30 

・原田 直和氏 

CRR Global Japan 合同会社 

・川島 菜穂氏 

一般財団法人青少年国際交流推進センター 

・長浜 洋二氏 

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”」 

ブレイクアウトセッション 
13:00 - 14:30 

・白木 朋子氏 

認定 NPO 法人 ACE 事務局長/共同創業者 

・大久保 明日奈氏 

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 恭平氏 

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 

・今田 克司氏 

一般財団法人 CSO ネットワーク 常務理事 

「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？」 

ブレイクアウトセッション 
13:00 - 14:30 

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 なな氏 

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 千草氏 

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 由香子氏 

特定非営利活動法人 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～」 

ブレイクアウトセッション 
13:00 - 14:30 

・小松 豊明氏 

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 典子氏 

公益社団法人アジア協会アジア友の会 副事務局長 

「変化する国際

協力業界～NGO

は何を守り、何を

変えるのか？」 

http://www.janic.org/
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ネパール事務所長 

・柴田 裕子氏 

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 

・小沼 大地氏 

NPO 法人クロスフィールズ 代表理事 

ブレイクアウトセッション 
13:00 - 14:30 

JICA Innovation Quest 運営チーム 

JICA 企画部イノベーション・SDGs 推進室 金田瑞希氏、神

武桜子氏、齋藤友理香氏、八里直生氏、前田紫氏、山江海

邦氏 

「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～」 

ブレイクアウトセッション 
15:00 - 16:30 

・佐藤 真美氏 

一般社団法人 Earth Company 日本事務局長 

・小松 紀子氏 

一般社団法人 Earth Company オペレ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」 

ブレイクアウトセッション 
15:00 - 16:30 

・高柳 彰夫氏 

フェリス女学院大学国際交流学部 教授 

・重田 康博氏 

宇都宮大学国際学部 教授 

・熱田 典子氏 

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 進氏 

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」 

ブレイクアウトセッション 
15:00 - 16:30 

・五十嵐 豪氏 

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 光明氏 

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 紗綾子氏 

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」 

ブレイクアウトセッション 
15:00 - 16:30 

・渡部 カンコロンゴ 清花氏 

NPO 法人WELgee 代表 

・秋葉 光恵氏 

NPO 法人アクセプト・インターナショナル 事務局長 

・本木 恵介氏 

認定 NPO 法人かものはしプロジェクト共同創業者・理事長 

・三輪 開人氏 

特例認定 NPO 法人 e-Education 代表 

「Under 30：次世

代 NGO がつくる

未来」 

ブレイクアウトセッション 
15:00 - 16:30 

・有馬 利男氏 

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 慎二氏 

外務省 人権人道課長 

・高橋 大祐氏 

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 美由紀氏 

朝日新聞 専門記者（SDGs 担当） 

「『ビジネスと人

権 』 行 動 計 画

（NAP）が社会を

変える！」 

http://www.janic.org/
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・若林 秀樹 

認定 NPO 法人国際協力 NGO センター（JANIC） 事務局長 

ランチセッション 
11:50 – 12:40 

・中山 雅之氏 

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」 

ランチセッション 
11:50 – 12:40 

・遠藤 理紗氏 

「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 事務局次長 

・三石 朱美氏 

一般社団法人 JELF（日本環境法律家連盟） 事務局 

・井上 寛人氏 

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 英理子氏 

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」 

クロージングセッション 
1７:00 – １７:30 

・門田 瑠衣子氏 

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 圭太氏 

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 

「来年も HAPIC

で 会 い ま し ょ

う！」 

 

＜カンファレンス実施背景＞ 

 

 社会課題のボーダレス化や解決に取り組むアクターの多様化、AI の発達によるシンギュラリティの到

来など今、NGOや国際協力を取り巻く環境は、大きく変化しています。 

 

こうした中、必要なことは、これまでのやり方や枠組みを超えて、“社会課題を解決する”という同じ志

を持つ人びとが力を合わせることではないでしょうか。 

 

JANIC は、ネットワークの力を最大化し、国内外のグローバルな社会課題解決に関わるさまざまなア

クターが出会い、学び、連携を促進するため、カンファレンス「HAPIC」を開催します。最新動向やホット

イシューを扱ったセッション、課題解決の最前線で活躍する登壇者や参加者とのネットワーキング、新し

い解決のアイデアやパートナーとの出会いを提供することで、一人ひとりの社会課題解決へのコミット創

出とモチベーション向上を創造することを目的としています。 

http://www.janic.org/
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イベント概要 

イ ベ ン ト 名 課題解決の先へ。「HAPIC（ハピック）－HAPPINESS IDEA CONFERENCE」 

テーマ ブレイクスルー 

WEB サイト https://hapiconf.com/ 

日 程 ・時 間 2020 年 2 月 14 日（金）9:30-17:30 （終了後ネットワーキングレセプションを開催） 

場 所 
KFC Hall＆Rooms（国際ファッションセンター） 

東京都墨田区横綱 1-6-1（JR両国駅徒歩 8 分、メトロ大江戸線両国駅 1 分） 

定 員 300 人 

参 加 費 
一般 10,000 円/学生 3,000円 

（正会員 5,000 円/団体協力会員 7,500 円/企業協力会員 9,000 円/） 

主 催 (特活)国際協力 NGOセンター（JANIC） 

助 成 

独立行政法人環境再生保全機構 

日本労働組合総連合会（連合） 

公益財団法人庭野平和財団 

協 賛 

特定非営利活動法人クロスフィールズ 

TM コミュニケーションサービス株式会社 

特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス 

株式会社 日本開発サービス 

有限会社松田興業 

リタワークス株式会社 

協 力 

有限会社トラスト 

認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

株式会社 博報堂 

株式会社 WORLD FESTIVAL 

後 援 

一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク 

特定非営利活動法人エティック 

外務省 

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 

独立行政法人国際協力機構 

一般財団法人自治体国際化協会 

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 

特定非営利活動法人新公益連盟 

特定非営利活動法人日本 NPO センター 

立正佼成会 一食平和基金会 

JANIC について 

団 体 名 
特定非営利活動法人 国際協力 NGOセンター（JANIC） 

（英文名称）Japan NGO Center for International Cooperation 

設 立 年 月 1987 年 10 月 法人格取得年月：2001 年 3 月（特定非営利活動法人、所轄庁：東京都） 

所 在 地 所在地：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 アバコビル 5F 

一般からのお問い合わせ先 TEL：03-5292-2911／HP：http://www.janic.org/ 

代 表 者 理事長 本木 恵介 

事業活動収入 111,448,350 円（2018 年度実績） 

理 念 平和で公正な地球市民社会の実現に寄与する 

目的 
人々の貧困からの脱却、自立的発展、基本的人権の擁護、対立・紛争の解決、地球環境

の保全等に向けて国際協力を行う日本の市民組織(NGO）の活動の促進および強化を図る 

事業内容 

・NGO 間および NGO、企業、自治体などの他セクターとのパートナーシップ促進 

・社会課題を生んでいる仕組みを変えるための政策提言・啓発 

・NGO の人材育成・組織強化 

 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 

(特活)国際協力 NGOセンター（JANIC）コミュニケーション担当：渡辺・小川 

TEL：03-5292-2911／FAX：03-5292-2912 

E-mail：hapic@janic.org 

http://www.janic.org/
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 取材申込書  

2.１４（金）開催 

 「HAPIC（ハピック）－HAPPINESS IDEA CONFERENCE」 

                         

 

大変お手数ですが、ご出席の際は、下記をご記載の上、2 月 12 日（水）までに FAX にてご

返信いただけますと幸いです。 

お電話の際は、JANIC渡辺 宛（03-5292-2911）までお願い申し上げます。 

貴 社 名  

媒 体 名  

部 署  

取 材 者 名                       （人数    名様） 

ご 連 絡 先 
TEL:              FAX: 

携帯:            ※当日のご連絡用に、差し支えなければお書き下さい 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX：03-5292-2912 

 

実施場所 

KFC Hall＆Rooms          

（国際ファッションセンター） 

東京都墨田区横綱 1-6-1 

※アクセス 

JR両国駅徒歩 8分、      

メトロ大江戸線両国駅 1分 

 

 

 

 

当日のお問い合わせ先 

コミュニケーション 渡辺、小川  

（pr@janic.org） 

http://www.janic.org/

