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ポスターセッション  
2013 年 7 月 12 日（金）～14 日（日） 会場：浜松市市民協働センター 
主催：浜松市市民協働センター 
参加団体数 19 団体（登録団体 16 団体、企業 CSR 3 団体、助成金情報） 
※各団体：パネル 1 台・会議机 1 台を貸与 

 
ポスターセッションでは、市民協働センター登録団体や、CSR に積極的に取組む企業の活動内容をパネル

展示形式で紹介し、団体同士の交流を促した。  
3 日間に渡り常駐スタッフを配置する団体も見られ、活動内容の来場者への説明、アクティビティーの披露

などを行っていた。その場で来場者と具体的な事業の話に進展する団体の姿も見られた。 
 展示に常駐できる担当者がいない団体については、“展示内容に興味を持った来場者に付箋にメッセージを

書いてもらい、貼りつける”という手法を取っていたが、単なる展示に終わらせないための更なる工夫を考え

ることが課題となった。 

 

 
 
 
プレゼンテーションフォーラム 
2013 年 7 月 14 日（日） 会場：浜松市市民協働センター 2 階 第 1・第 2 研修室 
主催：浜松市市民協働センター 
応募総数 ：16 団体（うち選考で 10 団体に決定） 
発表団体数：10 団体（市民活動団体 6 団体、企業 3 団体、行政 1 課） 
延べ動員数：120 名（発表団体、聴講者含む） 

新しい協働を生むことを目的として、新規事業をプレゼンテーションする場を設けた。市民活動団体、企業、

行政あわせて 10 団体の事業提案があった。パワーポイントを使うだけでなく、実物を持参しての説明や、日

頃の活動を実演してみせるなど、聴講者の関心を引く工夫を凝らした発表が多く見られた。聴講者はフォーラ

ム全体を通して 100 名近く集まり、部屋の後方に座席を用意しなければならない場面もあった。 
団体の強みを活かした具体的な提案が前年度より多く、内容に興味を持った聴講者は、別室のマッチングル

ームにて発表者と協働事業実現の可能性について話し合っていた。 
一方、実際にマッチングにまで至らない団体もあった。市民協働センターでは、今後も応募者事前説明会な

どを通し、団体としての強みやノウハウをどのように協働事業に生かし、効果的に発信していくかを伝え、全

体のレベルアップを図っていく。イベントを通してマッチングが成立した団体に対しては、電話などによるヒ

アリングを行い、必要であればアフターフォローをしていく。 

ポスターセッションの様子 パネル展示の前で説明などを

する常駐スタッフ 
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縁側交流パーティー 
2013 年 7 月 14 日（日） 会場：浜松市市民協働センター 2 階ギャラリー 
参加者数：約 50 名 
 
プレゼンテーション終了後には“縁側パーティー”と題した交流会を開催し、プレゼン発表者や聴講者約 50

名が参加した。用意されたコーヒーや東北物産展のお菓子を食べながら、団体の紹介や提案事業の詳細などを

語り合っていた。名刺交換や情報交換、その場でマッチングが誕生するなど、新たなつながりが多く誕生した

交流会となった。 
 
 

 

 
 
 
 
企業の社会貢献フォーラム・はままつ ～社会を変える企業のチカラ～ 
2013 年 7 月 12 日（金） 14：30～17：00  会場：クリエート浜松 
主催：企業の社会貢献フォーラム・はままつ、静岡文化芸術大学、 

エコノワ編集室、浜松市市民協働センター 
延べ動員数：118 名（発表者、聴講者含む） 

遠州地域の企業による CSR 活動を通し、「社会を変える企業のチカラ」の可能性を考えることを目的にクリ

エート浜松にてフォーラムが開催された。 
静岡文化芸術大学の下澤教授による、遠州地域の企業 168 社を対象とした社会貢献活動の研究報告と合わ

せて、社会貢献活動の事例発表、企業の社会貢献活動の力についてのパネルディスカッションが行なわれた。 
事例発表では、浜松信用金庫、ヤマハ株式会社、株式会社都田建設、プレンティアの森、株式会社 Peer の

各担当者の方が、本業の強みやノウハウを生かした社会貢献や、活動を通した職員の人材育成などについて紹

プレゼンテーションフォーラムの様子 マッチングルームの様子 

アグレミーナ浜松・向島選手も特別参加。 
活動の紹介や応援を呼びかけた。 

縁側パーティーの様子 
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介した。 
パネルディスカッションでは、呉竹荘、エコノワ編集室、浜松市市民協働センターの各代表者により「企業

の社会貢献は社会を変えることができるか」というテーマで討議が行われた。 
フォーラム全体を通し、地域社会を支える企業の力に対する期待や、企業と NPO 法人が連携して社会貢献

活動を行なっていく上での課題などが明らかになり、聴講者として参加していた市民活動団体や企業、行政関

係者にとっては、今後の活動の参考となる内容だったと考えられる。 
企業の社会貢献フォーラム終了後、同会場 1 階のシャンボールにて交流会が開催された。事前に申込みをし

て頂いた発表者や聴講者など、計 69 名が参加した。下澤教授から事例発表者への表彰状の授与や、参加者に

感想を言ってもらう時間なども設けられ、会場は終始賑わいを見せた。多種多様な業種の企業・市民活動団体・

行政関係の参加者が集い、有意義な交流の場となった。 
 

 

 

 
 

 

大学生自由討論会 行政に、企業に望む！我らが社会貢献活動をするために 
2013 年 7 月 13 日（土） 14：00～16：30  会場：浜松市民協働センター 2 階ギャラリー 
主催：浜松市市民協働センター、一般財団法人グローバル人財サポート浜松 
延べ動員数：50 名（パネラー、聴講者含む） 

一般財団法人グローバル人財サポート浜松の堀 永乃氏をコーディネーターとし、静岡大学、静岡文化芸術

大学、浜松学院大学、常葉大学、聖隷クリストファー大学の県内の各大学から 8 名の学生を代表パネリストと

して迎え、討論会を開催した。 
学生たちは自身の経験をもとに、社会貢献活動に取組む熱い思いや、活動を行う上での様々な壁について意

会場全体の様子 パネルディスカッションの様子。 

聴講者の様子。学生の姿も見られた。 フォーラム終了後に開催された交流会の様子 
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見を交わした。 
討論会の聴講者としては、NPO や企業、行政、大学関係者などさまざまな立場の約 40 名が来場。聴講者

からは、学生たちが感じている課題に共感する声や、今回のパネリストのような学生とつながりを持ちたいな

どの声が聞かれた。 
今回の討論会を通し、社会貢献活動に取組む県内の学生同士のつながりや、普段接することが少ない団体と

の接点ができたことが一つの成果だと考えられる。 
 一方で、聴講者に対して行なった事後アンケート等では『学生の本音があまり聞かれなかったように思う』

『時間が長く、中盤は少し中だるみをしていたように思う』などのご指摘があった。メリハリのある進行、学

生や聴講者の本音を出せるような会場の雰囲気作りなどが今後の課題となった。 
 

 

 

 

企業協賛イベント 
アクアクララ（お水）試飲サービス：冨士物産株式会社 
2013 年 7 月 12 日（金）～14 日（日） 会場：浜松市市民協働センター 2 階アトリエ 
来館者へのアクアクララ（お水）の試飲サービスが行われた。 

コーヒーテイスティングサービス：スターバックスコーヒージャパン株式会社 
2013 年 7 月 12 日（金） 10：00～17：00  会場：浜松市市民協働センター 2 階アトリエ  

浜松市内の店舗スタッフによる、来館者へのコーヒーテイスティングサービスを実施。同時に、自社の

行う CSR 活動についての紹介も行われた。 

カラー印刷サービス：新栄事務機株式会社 
2013 年 7 月 12 日（金）～14 日（日） 会場：浜松市市民協働センター 2 階アトリエ 
期間中各日 10 団体（※浜松市市民協働センター登録団体限定）にカラー印刷サービスを実施。普段か

らチラシを刷る機会が多い市民活動団体にとって、「とてもありがたい」といった声が聞かれた。 

参加団体：12 日…10 団体 
13 日…10 団体 
14 日… 9 団体 

コーディネーターの堀永乃氏と 
パネラーの学生 8名 

聴講者の様子 
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NPO 法人 会計・登記相談会 
2013 年 7 月 14 日（日） 10：00～17：00 会場：浜松市市民協働センター 2 階アトリエ 

 
・税理士無料相談会： 
 NPO 法人を対象に、河合利行税理士事務所による会計の個別相談を実施。 

相談件数：4 件 

・法務局無料相談会： 
 NPO 法人を対象に、法務局職員による、登記関係（定款変更や認定 NPO 法人などについて）の個

別相談が行われた。 

相談件数：14 件 

・NPO 法人会計ソフト体験会＆無料相談会： 
 ソリマチ株式会社による、会計ソフト体験および個別相談が実施された。 

相談件数：2 件 

      
 

 
 相談会の様子 

アクアクララ試飲サービスの様子 カラー印刷サービスの様子 

コーヒーテイスティングサービスの様子 
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BOOK 募金 for 浜松市 NPO 災害時被災者支援：買取 TOP（株式会社プレジャーワークス） 
2013 年 7 月 12 日（金）～14 日（日） 会場：浜松市市民協働センター 2 階きっずルーム 
期間中に集まった寄付金総額：8,070 円 
 

不要な書籍等を買取り、買取相当額を寄付金とする企業 CSR として、代表取締役の天野氏が市民協

働センターで書籍等の受付・回収を行った。書籍以外にも、ゲーム機や CD 等の買取りにも対応。今回

の買取りで集まった寄付は今後「災害支援連携会議」活動資金に充てられる。 

 
 
 

環境にやさしい塗装体験教室：和信化学工業株式会社 
2013 年 7 月 13 日（土）  第 1 回目 10:00～12:00 / 第 2 回目 14:00～16:00  
会場：ふじのくに西部 NPO 活動センター 
参加者：20 名（NPO 法人…9 団体 9 名、個人…11 名） 

 
パートナーシップ・ミーティング期間中、別会場となるふじのくに西部 NPO 活動センターでは、塗

料メーカー和信化学工業協賛による『環境にやさしい塗装体験教室』が開催された。環境対応型の水系

塗料を使用した塗装体験は、環境についての教育を織り交ぜ、午前と午後に分けて行われた。参加者ら

は、環境への配慮を学ぶと同時に木工塗装体験の楽しさを体感していた。 

 

 

 

BOOK 募金の様子 

塗装体験教室の様子 
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東北復興支援！東北物産展 
2013 年 7 月 12 日（金）～14 日（日）  会場：浜松市市民協働センター 1F サロン 
 
東日本大震災復興支援の１つとして、昨年に引き続き東北物産展を出店。福島県から浜松市に避難している

被災者の方が立ち上げた「はままつ・東北交流館」の協力により、岩手や福島など東北の銘菓や特産品を扱い、

販売した。物産展での売上は今後、「はままつ・東北交流館」を通して避難者支援・震災の風化防止啓発

に充てられる。  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

東北物産展の様子 


