名古屋市所轄法人一覧
法人名称
GNインタープリテーショ
ン協会

2018年2月28日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市千種区 社会教育

ＮＩＥＤ・国際理解教育セ
名古屋市千種区 社会教育
ンター
ウェザーフロンティア東
海

名古屋市千種区 社会教育

キャリアデザインフォーラ
名古屋市千種区 社会教育
ム

シェアリング・ライフ

名古屋市千種区 社会教育

シェアリングライフ

名古屋市千種区 社会教育

東海インターネット協議
会

なごや地球倶楽部

名古屋市千種区 社会教育

名古屋市千種区 社会教育

目的
この法人は、あらゆる人々を対象として通訳翻訳の取り組みを中心にした多文化共生社会の実現と国際相互理
解を助けるための語学教育に関する事業を行い、これらの活動を通して互いの文化を尊重し国際感覚豊かな市
民の育成に寄与することを目的とする。
この法人は、お互いから学び合う力、参加する力、共働して創り出す力を育むための場と方法を提供しつづけ
ることにより、市民一人ひとりが個別に持つ能力と持ち味を最大限に活かし、自分自身と自分たちの暮らす地
域や地球に心を配り、参加と対話を通して環境や人権など様々な課題を解決し、持続可能な未来を築くことを
目的とします。
この法人は、気象、地震等の自然現象に関する知識の普及と調査・研究活動、および社会の防災意識の向上を
図るとともに、災害情報の提供・伝達手段に関する調査なども行い、もって社会に貢献することを目的とす
る。
この法人は、青少年、婦人、労働者に対して生涯学習および職業訓練に関する教育、相談、調査研究等の事業
を行い、各人の職業能力・技能を高めることによって労働者としての自律を促し、労働市場における採用就業
の機会均等を図って健全な労働環境を創出するとともに、生涯学習の推進を通して豊かな社会を形成すること
を目的とする。
この法人は、人間の生きる糧となる「食」と、食べることと密接につながる「農」のあり方を見つめなおし、
農作物をはじめとする食の生産者と消費者を支え・結びつけるネットワークを構築することによって安心・安
全な食生活および持続可能な農生活を市民に提供し、あわせて多くの市民が生きる糧を得るために必要な働く
場を創造することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、安全な暮らしと、地域住民との協働によるゆるい絆づくりによって、自
分自身とヒトを大切にしながら能力を社会に活かしていくために、シェアリング（相互扶助・協働）という生
活信条・生活形態を提案、実践し、生活基盤に係る問題の改善や解決を図り、安全・安心な暮らしを提供する
と同時にあらゆる世代や立場間の協働力の向上と、生きがいの増進に寄与することを目的とする。
この法人は、愛知・三重・岐阜・静岡の地域市民（中小企業事業者と社員、学校・大学、身体障害者、等）に
対して、インターネットの技術および利用に関する啓発・普及、インターネット接続技術および利用技術に関
する研究・開発、学校教育へのインターネット利用の支援、障害者を支援するためのインターネット利用方法
の研究・紹介、等の事業活動を行い、当地域におけるコンピュータネットワークの健全な発展を通じて、社会
教育の推進ならびに情報化社会の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、中高年齢者に対して、文化、スポーツ活動等に関心のある人のサークル作りやその活動を支援
し、高齢者の生きがいと健康づくりをめざした事業を展開するとともに、アクティブシニアに関係する情報の
発信などを通じて、社会教育の推進に関する事業等を行うことによって、活力ある高齢化社会の実現を図り、
もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

名古屋臨床薬剤師研究
名古屋市千種区 社会教育
会

この法人は、保険薬局・ドラッグストアーに勤務する薬剤師に対して、臨床関係者によるセミナー、ゼミナー
ルの開催に関する事業を行い、その専門性及び様々な医療情報を共有することを通じ地域医療の担い手となる
臨床薬剤師の育成に寄与することを目的とする。

日本教育文化センター

この法人は、地域住民に対して、各種文化、スポーツの指導に関する事業を行うことにより、健全な青少年の
育成と文化、スポーツの振興に寄与することを目的とする。

名古屋市千種区 社会教育

名古屋市市民活動推進センター

認定期間
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年2月28日現在
所在地

主な活動分野

ひと・まち・これから

名古屋市千種区 社会教育

ＤＩＰＪＡＭ

名古屋市東区

社会教育

ＦＯＯＴＵＲＥ２２

名古屋市東区

社会教育

アカシア国際ネットワーク 名古屋市東区

社会教育

暮らしとお金のPro-Lab. 名古屋市東区

全国要約筆記問題研究
名古屋市東区
会

社会教育

社会教育

日本キャリアインテグレ
イト学会

名古屋市東区

社会教育

マルハチ・プロジェクト

名古屋市東区

社会教育

教育支援協会東海

名古屋市西区

名古屋市市民活動推進センター

社会教育

目的
この法人は、名古屋市内の子育て世代とアクティブシニアと企業に対して、ひととまち、ひとと自然、ひとと
これからがつながるための、はじめの一歩となるような事業活動を行い、持続可能な社会を担う人材の育成に
係る課題の改善や解決を図り、社会教育の必要性の認識の向上と持続可能な社会の実現性の増進に寄与するこ
とを目的とする。
この法人は、人間が本来持っている想像力と創造力を制限から解放することで、夢を持ち閃きを創造していく
ことのできるエネルギーに溢れた人材の育成と、それぞれの夢と夢を繋ぎ、相互の協力の中で夢を共に創造し
ていくために必要な事業を行うことにより、夢を創造していく過程で活動に関わるすべての人達を幸せにし、
活力漲る助け合う豊かな社会を創出することを目的とする。

認定期間

この法人は、22世紀に向けてすべての生活者に対し、食に関する様々なイベント・講演活動を通じて、先人に
よって培われた様々な知恵や技を伝承し、また絶えず変化する食事情を鑑みた新しい食のあり方を提言普及す
ることにより、健康を増進し、子どもの健全な成長を促進するとともに、環境に配慮した食生活を創造し、社
会貢献することを目的とする。
この法人は、中国語学習や中国人をはじめ外国人との交流を求める広範な人々に対し、中国語教育事業ならび
に国際交流事業を行い、国際友好、平和の推進、職業能力の開発及び国際協力に寄与することを目的とする。
この法人は、暮らしとお金に関する問題について、支援を必要としている人々と、支援者に対して、暮らしと
お金について専門的な知識や知見を有する者による援助、啓発その他の教育活動に関する事業を行い、暮らし
とお金に係る消費者トラブルや多重債務問題の改善や解決を図り、一人ひとりの金融リテラシーの向上がもた
らす、より良い暮らしと、より良い社会づくりの増進に寄与することを目的とする。
この法人は、聴覚に障害を持つ人のためのコミュニケーション支援（以下、情報保障という）の拡充、社会参
加の促進を図るために、要約筆記を中心とした情報保障の手段に関する研究、普及の運動などの事業を行い、
聴覚障害者福祉の増進に寄与し、音声情報バリアフリー社会の構築を図ることを目的とする。
この法人は、教育機関・医療機関・民間企業及び一般市民に対して、臨床心理学的アプローチにより、セラピ
スト、キャリアアドバイザー、ストレスに対処するための専門家等、ココロの支援者を養成する事業を行い、
社会生活・日常生活における様々な悩みや問題を抱える者への相談者を養成することにより、様々な領域に臨
床心理学を浸透させ、誰もが生きがいのある、豊かで人間らしい生活を営むことのできる社会の増進に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、環境指標生物であるミツバチとのふれあいを通じて都市の環境を見つめ直し、ミツバチの生育基
盤形成や都市部の生態系の回復に寄与する都市緑化事業、及び様々な世代や人的資源の交流を育むコミュニ
ティ事業を行い、環境問題の重要性を生活者、企業に啓蒙活動する。
また、採取される地域固有の蜂蜜を活用した新たなブランドづくり事業を行い、誇りと愛着を持って住み暮ら
すことができる地域の形成、及び、広く日本の都市型養蜂によるまちづくりや地域活性化に寄与することを目
的とする。
本協会は、日本の将来を担う子どもたちの健全な成長を目的とする団体および個人を会員とし、日本各地域な
らびに海外各地域の教育関係団体及び家庭を対象に、指導者の育成、セミナー活動、教育資源の研究・開発お
よび実践の指導を行い、地域・家庭における教育力の育成、向上を図ることを目的とする。また、日本人子弟
の海外における教育支援や、世界の子どもたちの教育を受ける権利を支援し、教育にたずさわる世界中の人々
との人的交流の促進につとめ、国際社会に貢献しうる有為な人材の育成をはかる事業を行い、教育を通じて国
際交流に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年2月28日現在
所在地

日本少年野球指導者協
名古屋市西区
会

キャンパス

中部終活フォーラム

主な活動分野
社会教育

名古屋市中村区 社会教育

名古屋市中村区 社会教育

日本キャリアスピリッツ協
名古屋市中村区 社会教育
会
花婿学校

国際コーチ協会

名古屋市中村区 社会教育

名古屋市中区

社会教育

コンクリート技術支援機
構

名古屋市中区

社会教育

社会教育ネット

名古屋市中区

社会教育

大ナゴヤ・ユニバーシ
ティー・ネットワーク

名古屋市中区

社会教育

ピア

名古屋市中区

社会教育

名古屋市市民活動推進センター

目的
この法人は、子どもに対して、野球教室事業を行い、ニート問題や小児メタボ、スポーツ障害に係る問題の改
善や解決を図る。またそれらをサポートする指導者を養成することで、子どもの健全な育成と社会教育の増進
に寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、双方向のメデイアであるインターネットが情報交換及び社会的交流に不可欠なインフラであると
いう認識に立ち各大学に通学している学生及びその関係者に対して各大学に関する情報化の事業を行う事によ
り、人々の交流の活性化を図り、もって活力ある学生の生活向上に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者とその家族、または広く一般市民に対して、相続手続・遺言・エンディングノート等の相
談、セミナー、啓発活動に関する事業を行い、人生の終末期に起こる可能性の高いトラブルや問題の改善や解
決を図る為、それらに対して解決策を講じる事が出来る知識やツールを使用して、包括的な支援の増進に寄与
することを目的とする。
この法人は、企業内における労働者の環境改善や精神的支援、及び企業の労働環境の改善支援を主目的とす
る。またネットワークコミュニケーションを作り情報を配布する事によって、企業及び労働者に貢献すること
を目的とする。
この法人は、独身男性及びその家族に対して、結婚促進支援に関する事業を行い、地域社会の活性化に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、コーチングに関わる人々に対して、質の高いコーチの育成事業、コーチを利用する人々が安心し
てコーチを利用できるような環境作り、コーチのスキルが向上していく環境作りを行い、コーチの活躍の場の
開拓、コーチ同士の情報交換、コーチを価値ある職業として確立し、世の中の人々がより良い人生を送ること
が出来るお手伝いを、よりしやすい環境にすることを目的とする。
本法人は、土木及び建築分野のコンクリート技術を主体に、調査・研究及び技術開発と、その支援活動を展開
し、得られた成果をもって不特定多数の個人・団体を対象に、技術的評価及び助言を提供することにより、社
会教育の推進と技術の伝承を図るとともに、構築物の品質改善と高耐久性の確保に助力し、環境を保全する諸
活動により地域の安全と健全なまちづくりを推進するとともに、文化財建造物の調査・保全活動を実施するほ
か、海外留学生の支援と国際技術協力の諸活動を行い、もって広く社会に貢献することを目的とする。
この法人は、愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県を中心とする各地域の一般市民に対して、社会教育の推進、
職業やキャリアに係る相談事業及び福祉介護事業を行い、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、下記に係る問題の解決や改善を図り、魅力ある社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。（１）社会教育に関する講演会やイベント、小中学校の総合的な学習への授業カリキュラム
の提案等の事業を行い、あらゆる世代の人々が生涯にわたって学び続け、いきいきとした生活が送れる社会の
実現に寄与する。（２）ナゴヤに関わるすべての人々がナゴヤの魅力を身近に感じるよう、「地域密着型の生
涯学習」・「新しい地域コミュニティづくり」を通じ「ナゴヤ・コンテンツ」を発見・育成し発信する活動に
寄与する。（３）多くの団体・一般市民と協力しながら実現する「プラットフォーム」としての役割を担う事
で、地域振興・地域経済の活性化に貢献し公益の増進に寄与する。

この法人は、子供から高齢者までのすべての人々に対して、カウンセリングや人間性の相互理解に関する事業
等を行い、人と人との関わりを持つ場を提供する事を通してより円滑で豊かな市民生活に寄与することを目的
とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年2月28日現在
所在地

若手人材支援ネットワー
名古屋市中区
クＳＴＡＮＤ ＵＰ

ワンワンレスキュー

名古屋市中区

主な活動分野

社会教育

社会教育

アインシュタインプロジェ
名古屋市昭和区 社会教育
クト

くらしの情報センター

名古屋市昭和区 社会教育

ASTA

名古屋市瑞穂区 社会教育

元気な学校を支援し創る
名古屋市瑞穂区 社会教育
会
生涯学習ネットワーク中
名古屋市瑞穂区 社会教育
部

中部コーチング連盟

なごやロングライフサ
ポートセンター

名古屋市瑞穂区 社会教育

名古屋市瑞穂区 社会教育

日本キャリアデザイン研
名古屋市瑞穂区 社会教育
究所

飛鳥

名古屋市熱田区 社会教育

名古屋市市民活動推進センター

目的
この法人は、日本の将来を担う若者に対して、日本の古き良き『歴史』『文化』『伝統』を通じた社会教育の
推進や職業能力の開発又は雇用機会の創出・支援に関する事業を行い、将来の目標を持たない若者や就職難に
悩む若者に係る問題（学卒未就業・非正規雇用）の改善や解決を図り、優秀な人財の育成および輩出の増進と
健全で逞しい志や感性の豊かさの向上に寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、本邦に居住する者すべてに対して、見捨てられたペットの保護や里親捜しに関する事業及び、
ペットを生涯家族と考え思いやりと責任を持った飼育の啓発事業を行い、地域社会で見捨てられたペットや保
健所で処分されるペットに係る問題の改善や解決を図り、人々の動物愛護精神の向上と動物たちの生命の保護
及び健康の増進に寄与することを目的とする。
この法人は教育施設、福祉施設および市民活動団体に対して、情報機器の配布及びそれに関連する技術の供与
に関する事業を行い、情報教育の推進に寄与することを目的とする。
この法人は、社会の豊かで健全な発展のために、広範な勤労市民各層に正確で信頼できるくらしの情報を提供
することを目的とする。そのために行政、企業、勤労市民から幅広くくらしの情報を収集し、これらを利用し
やすい情報に加工して提供する活動を行う。もって、行政、企業、勤労市民が参画し、それぞれの責任を果た
して、くらしやすい社会の実現と市民公益に寄与することを目的とする。
この法人は、教育現場･保護者･企業に対して、性的少数者の人権に関する事業を行い、自殺･いじめ･人権に係
る問題の改善や解決を図り、多様性の向上と当事者の健全な育成の増進に寄与することを目的とする
この法人は、学校及び教師の抱えるさまざまな問題の解決方法を研究し、学校教育活動の支援に関する事業を
行うことによって、学校の教育力の向上を図り、もって将来の社会の担い手となる青少年の健全な育成に寄与
する事を目的とする。
この法人は、生涯学習の調査・研究、普及・促進に関する事業を行うことによって、市民のための生涯学習社
会の推進に貢献し、もって市民社会の実現と市民公益に寄与することを目的とする。
この法人は、すべての社会人に対して、当事者の気付きを大切にしたコーチング技法の習得を通して、コミュ
ニケーション能力の向上支援を行うと共に、コーチングの諸技法の開発、関係者の交流に関する事業を行い、
コミュニケーションにかかる問題の改善や解決を図り、人間関係の質の向上と社会生活及び労働現場の活力の
増進に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民に対して遺言・相続手続・成年後見・介護・葬儀・高齢者のライフプラン・マネープラ
ン・各種の届出、契約等に関する相談・助言・教育及び啓発に関する事業を行い社会の高齢化、核家族化に係
る問題の改善や解決を図り、高齢者、障害者及びその家族、親族はもとより、地域社会の住民とのより良い人
間関係を図ることにより、地域から排除されることのない社会の構築を目指し社会福祉の向上に寄与すること
を目的とする。
この法人は、一般市民を対象にキャリア・コンサルタント育成事業及びキャリア・コンサルティング、起業並
びにそれを志す個人を支援するためのノウハウ等を市民に提供すると共に、市民相互の交流に関する事業を行
い、もって経済活動の活性化、及び職業能力の開発又は雇用機会の拡充に寄与することを目的とする。
この法人は、あらゆる違いを超えてつながっているかけがえのない存在が、それぞれのやり方をもって内なる
力を発揮するための学び場を創る。真実と愛と尊敬に基づき、いのちあるものが活き活きと存在できる平和で
豊かな環境づくりをすることを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年2月28日現在
所在地

主な活動分野

アスクネット

名古屋市熱田区 社会教育

クレサラあしたの会

名古屋市熱田区 社会教育

ＤＯＧ ＤＵＣＡ

名古屋市守山区 社会教育

目的
この法人は、地域の学校・市民・企業・行政・各種団体などと協力して、互いが学びあい育ちあう共同体づく
りを進める。そこでの出会いをきっかけとして、人々とりわけ子どもたちが夢や目標をもって挑戦し、その中
で成長していく学習を創造する。これらの多様な「出会い」と「挑戦」の機会を通じて、自らの人生を主体的
に切り開き、社会をよりよくしていく主体者へと成長する過程を支援することで、誰もが心豊かに暮らせる社
会を実現し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、多重債務に陥った消費者等に対して、健全な生活設計や社会生活に必要な勉強会、並びに相談活
動に関する事業を行い、人権擁護のもと消費生活者の平穏で自立した社会生活に寄与することを目的とする。
この法人は、地域社会に対して、犬の保護と里親探し、人と犬との共存生活に関する事業を行い、衛生問題や
飼育拒否等の問題の改善や解決を図り、犬を飼う方のモラルの向上と、人と犬のより良い共存生活の増進に寄
与することを目的としている。
この法人は、以下の事業を行うことを目的とする。
①広汎性発達障がいをはじめとするＬＤ（学習障がい）の研究並びに学習及びソーシャルスキルの支援を目的
として活動し、もって子どもの健全育成及び社会教育の推進に資すること
②認知症のメカニズムの研究及び機能訓練の支援を目的として活動し、もって保健、医療又は福祉の増進を図
る活動に資すること

教育心理研究所

名古屋市緑区

社会教育

名古屋美容経営者セン
ター

名古屋市緑区

社会教育

Mama's Heart Club

名古屋市名東区 社会教育

この法人は、障害のある方とそのご家族及び関係者に、障害のある方が地域で生き生きと生活できるための各
種生活支援に関する事業を行い、地域福祉社会の増進に寄与することを目的とする。

国際ボランティア協会

名古屋市名東区 社会教育

この法人は、主に教育事業、保健、医療、経済活動の活性化を図る事業を通して、国際社会の発展ならびに平
和を促進することを目的とする。

名古屋青少年活動支援
名古屋市名東区 社会教育
ネット
楽知ん研究所

名古屋市名東区 社会教育

愛・知・みらいフォーラム 名古屋市天白区 社会教育

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、社会人や各種団体などに対して美容に関連する技能向上等に関する事業を行い、広く社会人に関
する教育の推進に寄与するとともに、また、高齢者や福祉施設などに対して美術品や芸術品の貸与等に関する
事業を行い、文化、芸術の振興をはかるとともに福祉の増進も図り、広く公益に貢献することを目的とする。

この法人は、地域内青少年に対して、行政機関や地域内他団体と協業して社会教育プログラムの実施や支援事
業を行い、青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
この法人は、普通の人々による普通の人々が学ぶに値する科学、｢たのしい知」について研究するとともに、
科学や科学教育に関するワークショップ等の開催、資料収集及び出版等を行い、その普及促進を図り、公益の
増進に寄与することを目的とする。
この法人は、愛・地球博で発信した｢地球平和に向けた愛知アピール」の精神を踏まえ、環境・貧困・紛争・
生命・健康などの人類的課題について、児童生徒が楽しく主体的に学ぶ授業づくりに必要な支援を行い、未来
を担う子どもたちに地球市民としての人間形成を図り、もって持続可能な社会の形成と国際協力、国際平和に
寄与することを目的とする。

5/5

