
特定非営利活動法人

日 本 Ｎ Ｐ Ｏ セ ン タ ー

２００１年度  役員・委員一覧

［２００１年  ７月  １日 現在］



 理  事 ・ 監  事 一 覧
［2000年７月１日～2002年 6月 30日］

代表理事 星野　昌子
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター特別顧問

敬愛大学国際学部教授

副代表理事 播磨　靖夫 財団法人 たんぽぽの家理事長

常務理事 早瀬　昇 社会福祉法人 大阪ボランティア協会理事・事務局長

常務理事 山岡　義典 法政大学現代福祉学部教授

理     事 加藤　哲夫 特定非営利活動法人 せんだい・みやぎＮＰＯセンター代表理事

理   　事 川村　耕太郎 東京商工会議所 常務理事

理   　事 萩原　喜之
特定非営利活動法人 市民ﾌｫｰﾗﾑ 21・NPO センター常務理事 

特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会代表理事

理   　事 福田  房江 特定非営利活動法人 子ども劇場全国センター 常務理事

理   　事 本間　正明 大阪大学大学院経済学研究科教授

理   　事 山崎　美貴子
東京ボランティア・市民活動センター所長

明治学院大学社会学部教授・副学長

理   　事 山本　正 財団法人 日本国際交流センター理事長

理   　事 和田　龍幸 社団法人 経済団体連合会事務総長

監   　事 雨宮　孝子 松蔭女子大学経営文化学部教授

監   　事 藤間　秋男 公認会計士／藤間公認会計士税理士事務所所長



評 議 員 一 覧
［2001年７月１日～2003年 6月 30日］

 雨森  孝悦   日本福祉大学経済学部経営開発学科助教授

 安藤  周治   特定非営利活動法人 ひろしまNPOセンター副会長

 石川  治江   特定非営利活動法人 ケア・センターやわらぎ代表理事

 伊藤  助成   経団連１％クラブ会長／日本生命保険相互会社代表取締役会長

 伊藤  道雄   特定非営利活動法人 国際協力ＮＧＯセンター常務理事・事務局長

 今里  滋   NPOふくおか理事長／九州大学大学院法学研究院教授（※）

 入山  映   笹川平和財団理事長

 江見  俊太郎   芸術文化振興連絡会議（ＰＡＮ）運営委員

 大熊  由紀子   大阪大学大学院人間科学研究科教授（元朝日新聞論説委員）（※）

 奥地  圭子   特定非営利活動法人 東京シューレ理事長

 片山  正夫   財団法人 セゾン文化財団理事・事務局長

 黒川  千万喜   財団法人 トヨタ財団常務理事・事務局長（※）

 黒田  睦子   社団法人 奈良まちづくりセンター理事長

 祐成  善次   社団法人 日本青年奉仕協会常務理事・事務局長

 武田  國男
  社団法人 経済団体連合会社会貢献推進委員長 

  武田薬品工業株式会社代表取締役社長

 谷口  奈保子   ぱれっとを支える会代表（※）

 土屋  龍一郎
  社団法人 日本青年会議所2001年会頭（※）
  （2002年以降、2003年以降については、各年度の新会頭が就任するものとする）

 出口  正之   社団法人 企業メセナ協議会専務理事（※）

 林  泰義   玉川まちづくりハウス運営委員／株式会社計画技術研究所所長

 林  雄二郎   日本ＮＰＯ学会会長／日本フィランソロピー協会会長

 藤井  絢子   滋賀県環境生活協同組合理事長

 藤田  和芳   大地を守る会会長

 モンテ・カセム
  特定非営利活動法人 市民フォーラム21・ＮＰＯセンター代表理事

  立命館大学国際教育・研究機構長

 山口  祐子   浜松ＮＰＯネットワークセンター代表理事

（※）は 2001 年７月１日より就任の評議員



企 画 運 営 委 員 一 覧
［2001年 4月１日～2002年 3月 30日］

青木  利元 明治生命保険相互会社 企画部 社会貢献役

安藤  雄太 東京ボランティア・市民活動センター 副所長

北川  正博 東京商工会議所 地域振興部 部長

伊藤  隆 財団法人 日本財団非営利セクター基盤整備事業企画開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

勝又  英子 財団法人 日本国際交流センター 事務局長

河辺  尚之 株式会社 富士ゼロックス 社会貢献推進室長

久住  剛 神奈川県科学技術振興課ロボフェスタ事務局

黒岩  淳 社団法人 日本環境教育フォーラム事務局 

桜井  陽子 財団法人 横浜市女性協会 事業ディレクター

島田  京子 日産自動車株式会社 広報部担当部長

伊藤  一秀 社団法人 経済団体連合会 社会本部 企業・社会グループ長

世古  一穂 ＮＰＯ研修・情報センター代表

中村  陽一 都留文科大学社会学部教授

西口  徹 朝日生命保険相互会社 広報部 社会貢献室長

深野  恭史 社団法人 社会開発研究所 主任研究員

山口  智彦      コンサベーション・インターナショナル プログラム・

オフィサー

山崎  富一 社会福祉法人 世田谷ボランティア協会 事務局次長

渡辺  元 財団法人 トヨタ財団 プログラムオフィサー

大森  正一 日本生命保険相互会社 調査部 課長

早瀬  昇 社会福祉法人 大阪ボランティア協会 理事・事務局長

山岡  義典 特定非営利活動法人 日本ＮＰＯセンター常務理事

事 務 局 ス タ ッ フ 一 覧

田尻  佳史 事務局長

治田  友香 研究スタッフ

新田  英理子 企画スタッフ

李    凡 企画スタッフ

松元  尚子 嘱託スタッフ

瀧本  泰子 嘱託スタッフ




