名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年9月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

愛知食の会

この法人は、万博来場者及び日本国民に対して、愛知の食文化に関する事業を行い、地域の発展に寄与するこ
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ とを目的とする。

クラブナゴヤ

この法人は名古屋市及び周辺の市民に対して、ウォーキング活動の啓発とレジャー活動の普及を中心に広く地
域社会に貢献する。ウォーキングが持つ運動機能の向上や病気の予防、ストレス解消、心の安定及び活力寿命
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ の延伸などの優れた効果の普及を目的とする。同時にレジャー活動を通した心身の発達や地域の魅力の発信を
通し、広く地域と人々に寄与することを目的とする。

チャン・ビン二胡演奏団

この法人は、主として日本の一般市民に対して、中国伝統楽器「二胡」の普及と理解の増進、及び日中文化交
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ 流に関する事業を行い、二胡愛好者と中国文化への理解者の増進をはかることにより、市民レベルでの｢日中
友好」に貢献することを目的とする。

寺子屋道

この法人は、低所得者及びその家族に対して、教育、子育て、就業その他の生活に関する支援事業を行い、低
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ 所得者及びその家族が幸福に生活することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

日本室内楽アカデミー

この法人は、市民に対して、芸術分野に関わる後進の育成、国際交流、音楽を中心とした文化、芸術の振興に
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ 関する活動を行い、もって地域文化の向上及び社会全体の利益に貢献することを目的とする。

花文化を無形文化遺産
に推める会

この法人は、花文化を国内外を問わず、世の中への普及、啓発のため一般市民に対して鑑賞会、研修・研究
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ 会、普及啓発、次世代伝承育成、交流に関する事業を行い、花文化の向上に寄与することを目的とする。

ひとつなぎ駒

この法人は子供や訪日外国人、留学生などに着物づくりや着付け等を通じ、日本文化の体験、学習、継承の場
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ を提供することで国際交流、文化学習の増進に寄与することを目的とする。

本丸ネットワーク

この法人は、「名古屋」で育まれた伝統文化を継承し、名古屋城全体の復元および情報発信に関する事業を行
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ い、文化および環境に係る問題の改善や解決を図り、復元を通じて豊かで文化的な「まちづくり」および「循
環型未来社会」に向けての意識の向上とその実現に寄与することを目的とする。

ミネルバ名古屋

この法人は、外国人に対して、愛知県名古屋市を中心とした日本の伝統文化を紹介し、及び日本人に対し外国
名古屋市千種区 学術・文化・芸術・スポーツ の伝統文化を紹介する相互に国際理解を振興する事業を行い、人々の豊かな人間性を涵養し、また青少年の健
全育成の推進に寄与することで世界平和、国際理解の促進に貢献することを目的とする。

クラブウィニングフィール
名古屋市東区
ド
言語研究アソシエーショ
名古屋市東区
ン

この法人は、少年少女に対して、文化・スポーツ活動を推進し、健全な心身を育成することにより、青少年期
学術・文化・芸術・スポーツ にかかえる様々な問題の改善や解決を図り、健康で活力のある住みよい地域づくりに寄与することを目的とす
る。
この法人の目的は、広く市民に対して、言語表現にかかわる学術研究と技術開発との成果を公開する事業を行
学術・文化・芸術・スポーツ い、優れた言語表現を有する社会の実現に寄与するとともに多言語多文化の相互理解を促進することにある。

スポーツ&トレーニング・
名古屋市東区
プロモーション協会

この法人は、地域住民及び学校や施設などの団体のスポーツをする人、トレーニング又は運動が必要な人に対
して、ランニング・ジョギングなどの生涯スポーツの振興や普及啓発およびスポーツと健康のためのトレーニ
学術・文化・芸術・スポーツ ングの振興や普及啓発に関する事業を行い、地域社会のスポーツイベントによる活性、学生スポーツの怪我問
題、高齢者の運動不足に係る問題の改善や解決を図り、地域社会のスポーツと運動に関する認識の向上とス
ポーツとトレーニング（運動）による健康促進効果の増進に寄与することを目的とする。

全日本スポーツ連盟

この法人は、幼少年に対してサッカー、体操、バスケット、ドッジボール、ダンス、水泳、野球、スキー、ア
学術・文化・芸術・スポーツ ウトドアキャンプの各大会を開催する事業を行うことにより、スポーツ普及に寄与することを目的とする。

名古屋市東区

名古屋市市民活動推進センター

認定期間
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日本イタリア産業文化推
進協会ＴＥＳＯＲＩ ＯＦ Ｊ 名古屋市東区
ＡＰＡＮ

この法人は、日本とイタリアの文化交流による相互理解を深めることを主たる目的とし、両国の国民に対し
学術・文化・芸術・スポーツ て、国際協力活動・経済発展活動・観光産業発展活動に関する事業を行い、日本とイタリア両国の国際交流の
発展・経済の発展・観光産業の発展に寄与することを目的とする。

東区山車まつり振興会

名古屋市東区

この法人は、名古屋市東区に現存する湯取車、神皇車、鹿子神車、河水車及び王羲之車（以下「五輌の山車」
という。）がそれぞれに有する歴史や伝統、しきたり等を尊重しつつ、広く一般市民に対して、五輌の山車に
学術・文化・芸術・スポーツ 関する普及啓発事業等を行い、江戸時代の町人文化として貴重な名古屋型の山車文化の伝承等に係る問題の改
善や解決を図り、もってまちづくりの推進と文化の振興に寄与することを目的とする。

Ｄ－Ｐｒｏｊｅｃｔ

名古屋市北区

この法人は、子供から高齢者までに対して、スポーツや運動の啓発・普及に関する事業を行い、運動機能低下
学術・文化・芸術・スポーツ による怪我の予防や、健康増進ならびに体力の向上を目指すとともに、指導者の養成や育成を促進すること
で、活力のある社会づくりに貢献することを目的とする。

いずみクラブ

名古屋市北区

この法人は、知的障害、精神障害者（児）に対して、文化的教育に関する事業及び、地域社会に参加、就労す
学術・文化・芸術・スポーツ る事を支援する事業を行い、社会福祉に寄与することを目的とする。

全日本導引養生功連盟 名古屋市北区

この法人は、一般市民、若者から高齢者まで含めて誰にでも無理なくできる健康法で、姿勢と呼吸、意識を一
つにした導引養生功の動きによって、病気にならない身体づくりを目指し、人間が本来持っている自然治癒力
学術・文化・芸術・スポーツ を高めることを目標とするとともに、スポーツとしての地位の確保、振興を目指し、保健、医療の分野におい
ても、社会全体の健康づくりに関する事業を行い、生涯健康づくりに寄与することを目的とする。

愛智

名古屋市西区

この法人は、日本語を学習する外国人に対して、日本語教育に関する事業を行い、異文化コミュニケーション
学術・文化・芸術・スポーツ 不足に係る問題の改善や解決を図り、会員の日本語能力の向上と会員の日本国に関する知識増進と国際交流の
増進に寄与することを目的とする。

名古屋ラグビークラブ

名古屋市西区

この法人は、一般市民に対して、スポーツ文化活動に関する事業及び子どもの健全育成を図る活動を行い、明
学術・文化・芸術・スポーツ るく活力ある社会形成に寄与することを目的とする。

愛知教育技術研究所

この法人は、教員に対して、資質向上に関する事業を行い、教育問題に係る問題の改善や解決を図り、授業力
名古屋市中村区 学術・文化・芸術・スポーツ の向上と学級経営力の増進に寄与することを目的とする。

愛知スポーツ倶楽部

この法人は、ホッケーを始めスポーツに興味を持つ不特定多数の国民に対して、初心者からトップ選手に至る
名古屋市中村区 学術・文化・芸術・スポーツ さまざまなレベルにおいて、ホッケーや他競技活動及びそのサポート活動に関する事業を行い、青少年の健全
育成や地域・競技の発展に寄与することを目的とする。

スポNAGOネクスト

この法人は、障害者と健常者の共生社会を目指し、障害者の自立と立場の確立を促すために、スポーツを始め
とする様々な取り組みを通じて新たな価値観を生み出す機会を創り出すことを理念として、障害者や障害理解
名古屋市中村区 学術・文化・芸術・スポーツ に関する各種事業を実施し、障害をひとつの個性と捉え健常者と障害者が共に認め合う社会を創造することを
目的とする。

名古屋レール・アーカイ
ブス

この法人は、一般市民及び市民団体、企業に対して、鉄道の持つ学術的、文化的意義を理解させることによっ
名古屋市中村区 学術・文化・芸術・スポーツ て鉄道についての資料の調査、収集、整理、保存及び活用に関する事業を行い、更に資料の電子情報化に関す
る事業を行う。それらによって鉄道文化、鉄道技術の発展に寄与することを目的とする。

愛知人形劇センター

名古屋市中区

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、市民と人形劇に関わる人たちに対して、人形劇に関する事業を行い、人形劇の芸術性と技術向上
学術・文化・芸術・スポーツ に係る問題の改善や解決を図り、人形劇文化の向上とすべての芸術文化の増進に寄与することを目的とする。
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イエロー・エンジェル

名古屋市中区

この法人は、スポーツ及び芸術の振興を図る活動、福祉の増進を図る活動を行うとともに、新事業の創出、経
学術・文化・芸術・スポーツ 営革新を志す起業家を育成し、総合的に支援する事業を行い、社会基盤として経済活動を幅広くサポートする
ことによって、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

大須シネマ

名古屋市中区

この法人は、市民の芸術文化の享受の機会をつくり、市民の社会活動・文化活動への参画を図るとともに、ミ
学術・文化・芸術・スポーツ ニシアターをはじめとする映画文化の普及と発信を通して、市民の生活文化の向上とまちづくりに寄与するこ
とを目的とする。

かすが文化會

名古屋市中区

この法人は、次世代の日本人及び外国人に対して日本文化に関する講演会、研究会、展示会等の開催及び図書
学術・文化・芸術・スポーツ の頒布事業等を行い日本の継承、発展のための人材育成を図り日本文化の普及、発展に寄与することを目的と
する。

歌舞伎と演劇文化を守る
名古屋市中区
会

この法人は、名古屋近辺に拠点がある団体及び名古屋近辺に住む個人に対して、歌舞伎と演劇文化に関する事
学術・文化・芸術・スポーツ 業を行い、文化に係る問題の改善や解決を図り、文化の向上と文化振興の増進に寄与することを目的とする。

クラシックファンクラブ

名古屋市中区

この法人は、芸術の振興を図る活動を行い、社会基盤としての各種活動環境をサポートし社会全体の利益の増
学術・文化・芸術・スポーツ 進に寄与することを目的とする。

国境地域研究センター

名古屋市中区

この法人は、国境地域研究に関連する学術調査・研究、普及・啓蒙及び研究奨励・表彰等の事業を通じて、国
学術・文化・芸術・スポーツ 境学及びこれに関連のある諸科学の進歩及び普及をはかることを目的とする。

ジャパンフープスネットク
名古屋市中区
ラブ

この法人は、バスケットボールを愛する人々やスポーツの機会に恵まれない子どもたちに対して、バスケット
学術・文化・芸術・スポーツ ボールにふれる機会を提供するため、バスケットボールに関する情報提供や指導等を行い、バスケットボール
の普及発展に寄与することを目的とする。

世界劇場会議名古屋

名古屋市中区

この法人は、舞台芸術に関わる世界の優れた経験が交流され、新たな創造に向けてのヒューマン・ネットワー
学術・文化・芸術・スポーツ クが構築された世界劇場会議1993の成果を継承し、舞台芸術の社会基盤の整備発展、内外のネットワーク形
成、地域間交流を推進し、社会全体の利益に貢献することを目的とする。

中部日本華人卓球協会 名古屋市中区

この法人は、一般市民に対して、卓球教室や卓球大会を開催し、その活動を通じて卓球の普及振興を図り、日
学術・文化・芸術・スポーツ 中友好の推進と両国のスポーツ界の発展に寄与することを目的とする。

ドラゴンズベースボール
名古屋市中区
アカデミー
名古屋トルコ日本協会

日中関係総合研究所

日本純米酒普及協会

名古屋市中区

この法人は、地域の子どもたちに対して、幼いころより野球に触れさせてその楽しさを体感させ、あるいは、
学術・文化・芸術・スポーツ 元プロ野球選手を中心としたコーチ陣による高度な技術を提供しトップアスリートの技能を体感させる事業を
行い、若年層に見られる野球離れの解消を図り、野球振興及び次世代の健全な育成に寄与することを目的とす
る。
この法人は、トルコ人と日本人に対して、トルコ料理講座やトルコの観光地の紹介セミナーなどの文化交流に
学術・文化・芸術・スポーツ 関する事業を行い、トルコと日本の関係を親密にすることを目的とする。

名古屋市中区

この法人は、各界各層の日中友好を願う人々が、日中共同声明を基礎として締結された日中平和友好条約に
のっとって、日中友好を発展させるため、日中相互の歴史的事実の断片を正確に伝え、日中相互の価値観に違
学術・文化・芸術・スポーツ いや文化生活の習慣の違いを認識し合い、相互の理解を深め、企業や企業で働く人々、家族、友人同士がお互
いに芸術、学術、教育、スポーツ、レジャー、レクレーション、趣味等における交流を促進し、親善に寄与す
ることを目的とする。

名古屋市中区

この法人は、日本国及び世界中に対して、日本の文化たる日本酒の普及に関する事業を行い、日本酒の普及に
学術・文化・芸術・スポーツ 係る問題の改善や解決を図り、日本酒の中でも特に伝統的な製法の純米酒に関する理解の向上と消費・輸出の
増進に寄与することを目的とする。

名古屋市市民活動推進センター

認定期間
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目的

日本デフバスケットボー
ル協会

名古屋市中区

この法人は、全国におけるデフバスケットボールの普及及び振興を図り、選手の育成とそのレベルアップを図
学術・文化・芸術・スポーツ るとともに、デフバスケットボールを通して、人類の健康増進と国際交流に寄与することを目的とする。

日本ファイナンシャルプ
ランニング実務振興会

名古屋市中区

この法人は、不特定多数に対して、ファイナンシャルプランニング業務の認知および普及に関する事業を行
学術・文化・芸術・スポーツ い、社会における健全な財務運営に貢献、寄与することを目的とする。

東山動物園くらぶ

名古屋市中区

この法人は、「動物たちは、私たちとともに暮らす貴重な命である」という考えのもと、動物園を中心とした
学術・文化・芸術・スポーツ 市民参加型事業や普及・啓発・支援事業等を通して、市民の環境や社会に対する意識を高め、動物園の振興に
寄与することを目的とする。

フィールドオブドリームズ 名古屋市中区

この法人は、青少年に対して、スポーツをとおした人間形成に関する事業を行い、社会教育に寄与することを
学術・文化・芸術・スポーツ 目的とする。

まねきねこ

名古屋市中区

この法人は、すべての人に対して、自己・他者承認に関する事業を行い、人間関係に係る問題の改善や解決を
学術・文化・芸術・スポーツ 図り、コミュニケーション力の向上と心の健康の増進に寄与することを目的とする。

むすめかぶき

名古屋市中区

この法人は、一般市民に対して、歌舞伎を演じることと、関連する芸術と文化の普及に関する事業を行い、日
学術・文化・芸術・スポーツ 本文化の伝承及び普及発展と子供の健全な育成に寄与することを目的とする。

呈峰會館

この法人は、健康な心身を願う市民に対して、日本国に古来より伝わる組討道（空手道）一般の普及に関する
名古屋市昭和区 学術・文化・芸術・スポーツ 事業を行い、市民の心身の健全な発達と、護身に対しての技術を習得して頂くことにより、社会教育の推進と
子どもの健全育成に貢献することを目的とする。

認定期間

この法人は、日本及び大韓民国の芸術家と協力して、両国の価値ある伝統舞踊や演劇を広く一般市民に紹介す
るとともに、それらを基礎とした現代的舞台芸術作品の、企画、制作、上演あるいはワークショップ等に関る
日韓舞台芸術友の会絆
名古屋市昭和区 学術・文化・芸術・スポーツ 事業を行い、これを通じて日本人、在日コリアン、韓国人の相互理解を深め、平和な友好関係を築くことを目
イニョン
的とする。
この法人は、児童及び学生に対して、主に米国において英単語の習得のためにもちいられているＳｐｅｌｌｉ
Ｓｐｅｌｌｉｎｇ Ｂｅｅ Ｃｏｎｔｅｓ
名古屋市瑞穂区 学術・文化・芸術・スポーツ ｎｇ Ｂｅｅという学習方法の推進普及に関する事業を行い、英語に対する苦手意識の改善や解決を図るとと
ｔ
もに英語レベルの向上とそれに伴う学術振興の推進に寄与することを目的とする。
この法人は、国内外を問わずアマチュアボクサー又はプロボクサーの指導育成等の助言、支援並びに市民の健
康維持、増進のための施設の開放等あらゆる年代層の市民にボクシングを基幹としたスポーツ振興事業を行
い、ボクシング選手の現役引退後の職業能力の開発、雇用機会の拡充を支援し、国内のボクシングの健全な発
グローバルスポーツアカ
名古屋市瑞穂区 学術・文化・芸術・スポーツ 展並びにボクシングを通して国際協力に寄与すること、また修練を通し心技体を一体として鍛え、人格を磨
デミー
き、道徳心を高めることによって礼節を尊重する態度を養い、もって社会の平和と繁栄に寄与することを目的
とする。
この法人は、日本国の小学生・中高生・大学生・一般社会人に対して、国際理解教育や海外研修に関する事業
国際理解教育推進協議
名古屋市瑞穂区 学術・文化・芸術・スポーツ を行い、国際理解に係る問題の改善や解決を図り、国際理解の向上、海外研修事業の増進に寄与することを目
会
的とする。
名古屋サッカークラブ

このクラブは、市民、地域住民に対してサッカーを中心とするスポーツ行事の企画、運営、普及、振興に関す
名古屋市瑞穂区 学術・文化・芸術・スポーツ る事業を行う事で、健康や保健、また子どもの育成に係る問題の改善や解決を図り、健康で明るく健全な地域
社会の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市市民活動推進センター

4/8

名古屋市所轄法人一覧
法人名称
名古屋スポーツクラブ

2018年9月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

認定期間

本会は、スポーツ活動を通じて、愛知県・名古屋市のスポーツ水準の向上、特にハンドボールの普及を図り豊
名古屋市瑞穂区 学術・文化・芸術・スポーツ かなスポーツ文化の振興及び健全な青少年の育成と、地域住民の健全なスポーツライフの実現に寄与するとと
もに、スポーツを通して全国ひいては国際的な規模での交流と親善に貢献することを目的とする。

この法人は、健康な心身の育成を願う少年、青少年に対して、健全な心身の育成を目的とし、テニスを始めと
ナゴヤテニススポーツ少
名古屋市瑞穂区 学術・文化・芸術・スポーツ したスポーツの普及と指導者の育成に関する事業を行い、人格の形成、心身の健全な育成を通じて社会全体の
年団
利益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、青少年及び成人に対して、健全な心と身体及び礼儀作法の習得を目的とした空手道の普及と指導
武道空手普及連盟精流
名古屋市瑞穂区 学術・文化・芸術・スポーツ 者の育成に関する事業を行い、より良い人格形成と心身の健全な発達に寄与するとともに、社会全体への利益
會館
に貢献することを目的とする。
TRPGサークル モルゲ
ンステルン

この法人は、一般市民及び市民団体、企業に対して、テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲームを含むア
ナログゲーム（以下アナログゲーム）に対する理解を敷衍し、この保存と、それを通じての青少年の交流を増
名古屋市熱田区 学術・文化・芸術・スポーツ 進する事業を行う。これらによって、アナログゲームの発展、及び青少年の健全な交流に寄与することを目的
とする。

愛知アート・コレクティブ

この法人は、市民活動の豊かで健全な発展と地域住民をはじめ広汎な市民各層の参加による市民主体のアート
やデザイン文化を実現活性化するため、アートやデザインの市民活動運営に関する相談や研修、子供たちの学
名古屋市熱田区 学術・文化・芸術・スポーツ 童保育でのアート・デザインに関する調査研究・実施や政策提言、情報提供、交流促進などの事業を人々の善
意とボランタリー精神をもって行い、行政、企業、市民が参画しそれぞれの責任を果たす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。

エシカライフ

この法人は、地域・地方活性化事業を中心として、企業・社会を構成する人々に倫理的かつ道徳的な心の成長
名古屋市熱田区 学術・文化・芸術・スポーツ をうながし、利他の精神を持つことで自らの人生も豊かにしていく人々を育てることを目的とする。

この法人は、クラシック音楽における演奏会、その他音楽事業の主催・共催や後援、また、音楽教育に携わる
音楽で「つながる」会Ｃａ
名古屋市熱田区 学術・文化・芸術・スポーツ 人々の集まる文化交流の場として音楽講習会や勉強会の企画、運営事業を行い、クラシック音楽の文化芸術の
ｐｒｉｃｅ
振興、及び地域交流に寄与することを目的とする。

CUATRO

この法人は、愛知県におけるフットサルの普及と振興を目指し、地域住民との関わりを大切にして、老若男女
を問わずフットサルを楽しめる環境の整備･提供･健全な子どもたちの育成及び優秀な選手･指導者の育成と社
名古屋市中川区 学術・文化・芸術・スポーツ 会教育の推進を行うことで、フットサルがより身近なスポーツとなる社会を目指し、フットサル界への発展に
寄与する事を目的とする。

Ｒスポーツネットワーク

この法人は、すべての人に対して、野球をはじめとしたスポーツ全般の普及・発展に関する事業を行い、生
名古屋市中川区 学術・文化・芸術・スポーツ 涯、すばらしい環境でスポーツを楽しめるように環境を整え、スポーツを中心とした地域の活性化と青少年の
健全な育成を図ることを目的とする。

そよ風 あいち

この法人は、日本及び海外の青少年をはじめとする一般市民に対しスポーツを通じ自然の豊かさ尊さ、人と人
名古屋市中川区 学術・文化・芸術・スポーツ との交わりの大切さを学ばせ、青少年の健全育成とスポーツの振興を図り、スポーツの指導者養成、スポーツ
及び産業技術の向上と国際交流の活性化に寄与することを目的とする。

playground

名古屋市港区

名古屋市市民活動推進センター

この法人は、学生から社会人までスポーツや芸術や音楽を通じて、住民同士のコミュニケーションをはかり、
ストレス社会の解消、街づくりなど、若者文化の活性化につながる活動をしていきます。また、地域で活動す
学術・文化・芸術・スポーツ るスポーツ選手や芸術など各分野で活動している人たちを支援していくとともに、異なった分野で活躍する
人々が交流できるような異文化交流の場も同時に提供していくこと、そして子供たちに夢を持つことの大切さ
を教えていく事業を通じて、地域社会の活性化に寄与することを目的としています。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年9月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

名古屋市南区

この法人は、日韓両国民に対して、異文化共生に関する事業を行い、文化の違いに係る問題の改善や解決を図
学術・文化・芸術・スポーツ り、市民文化交流の向上と友好の増進に寄与することを目的とする。

ナゴヤレスリングアカデ
ミー

名古屋市南区

この法人は、子どもたち、レスリング選手および一般市民に対して、レスリングに関する研究、技術指導、相
学術・文化・芸術・スポーツ 談・情報提供、啓発活動事業を行い、子供の健全育成、レスリングの振興および人々の身心健康に寄与するこ
とを目的とする。

SportVerein愛知

この法人は、市民に対して、スポーツ普及に関する事業を行い、スポーツの振興及び子どもの健全育成に寄与
名古屋市守山区 学術・文化・芸術・スポーツ することを目的とする。

女子マラソン美ジョガー
クラブ

この法人は、スポーツ整膚を通してランナーの傷害予防と治療促進を支援し、スポーツの愛好家や競技者の健
名古屋市守山区 学術・文化・芸術・スポーツ 康増進と安全向上に寄与するとともに、マラソンやスポーツに取り組む一般女性の健全育成に寄与することを
目的とする。

Nagoya History

認定期間

この法人は、地球温暖化の進行を食い止めるひとつの方策として、わが国の運輸部門におけるＣＯ２排出量の
チャリンコ活用推進研究
２分の1を占めるといわれる自家用車に代替する都市交通手段としての自転車活用を推進すると共に、交通政
名古屋市守山区 学術・文化・芸術・スポーツ
会
策の転換を具体的な立案と行動で促すことを目的とした活動を、広く一般市民を対象に行なうことを目的とす
る。
この法人は、おもに大道や公共の場および施設でパフォーマンスを行う個人及び団体そしてこれらのパフォー
マンスを鑑賞する人々とこれらのパフォーマー個人や団体に対して、その場を提供する個人及び団体にパ
フォーマンスの実現に必要な種々の情報を提供し求めに応じて助言を行いスムーズにパフォーマンスが進行す
日本大道芸協会はれる
名古屋市守山区 学術・文化・芸術・スポーツ るように事業を行い、まちづくりや地域振興および世界平和に係る問題の改善や解決を図り、それらに関わる
や
人々との文化交流を通して相互理解に寄与すること、さらに大道や公共の場および施設での身体表現や音楽な
どの芸術活動に寄与することを目的とする。
この法人は、なわとびの効果を見直し、なわとびを全国に普及、啓蒙することを通じ、広く国民の体力向上と
日本なわとびプロジェクト 名古屋市守山区 学術・文化・芸術・スポーツ 積極的な健康維持に貢献することを目的とする。
NAGOYA CITY
CULTURE & SPORTS
CLUB

名古屋市緑区

このクラブは、名古屋市を中心とした尾張、知多地区を含む広域型総合クラブとしてサッカーを中心に文化、
学術・文化・芸術・スポーツ スポーツの強化と発展に努めることにより人々の心身の健康増進を図り、地域社会の交流の基盤を形成するこ
とで、豊かで温かく喜びがあふれる社会を実現することを目的とする。

アートフィールド

名古屋市緑区

この法人は、文化活動を専門としている方々に対し、世話役として、活動家派遣や文化催事を制作する事業を
学術・文化・芸術・スポーツ 行い、活動家の技術の向上、活動家の専門性の向上という活動家の水準を高くする事と広く一般市民が文化に
ふれ合う機会を提供することを目的とする。

名古屋市緑区

この法人は、一般の人々に対して鳴子踊り、健康体操の振興、普及に関する事業並びに日常の生活に役立つ知
識・技術の習得を指導する事業等を行い、互いに交流できる機会の創出や、既存の関連行事への参加を通じ、
学術・文化・芸術・スポーツ 友好関係を構築することにより、文化の振興、まちづくりの推進や、子どもの健全育成に寄与することを目的
とする。

名古屋市緑区

この法人は、老若男女関わりなく、生涯楽しめるゴルフの普及推進を、ゴルフに関わる人々の協力と参画を得
学術・文化・芸術・スポーツ て図り、もって少子高齢化社会を迎える現代での充実した生活や余暇のあり方を提案し、心身の健康増進に寄
与することを目的とする。

華調舞月

ゴルフブリッジ

名古屋市市民活動推進センター
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年9月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

認定期間

コンソーシアム有松

名古屋市緑区

この法人は、広く国内外における来訪者および地域住民に対して、観光を通して芸術・文化・伝統および環境
に関する事業を行い、地域の共有財産である地場産業の有松絞り、重要伝統的建造物群保存地区の町並み、歴
学術・文化・芸術・スポーツ 史的山車からくりの文化を有松の誇りとして認識し、伝統の継承に係る問題の改善や解決を図り、地域活性化
と地域の魅力の増進に寄与することを目的とする。

さわやか絵手紙の会

名古屋市緑区

この法人は、広く市民に対して、絵手紙の普及と指導に関する事業を行い、市民の生活の質の向上や、高齢者
学術・文化・芸術・スポーツ の身体機能のリハビリ増進を図り、地域と社会の福祉に貢献、寄与することを目的とする。

名古屋能楽振興協会

名古屋市緑区

この法人は、日本伝統芸能たる能楽を愛好する全世界の人に対して、能楽振興に関する事業を行い、能楽に係 2018年9月18日
学術・文化・芸術・スポーツ る技能、芸術性に係る諸課題の改善や解決を図り、日本国の文化・芸術により一層の向上を通して日本人とし ～2023年9月17日
ての誇りと文化発展に寄与することを目的とする。
(認定)

二つの観音様を考える
会

名古屋市緑区

この法人は、名古屋と南京との間で１９４１年に交換された名古屋市瑞雲寺旧蔵十一面観音像及び南京市毘盧
学術・文化・芸術・スポーツ 寺旧蔵千手観音像(以下、２体の観音像と呼ぶ）を通して郷土及び日中両国の歴史を学び、その現在的意義を
考究することによって両国市民の友好増進に寄与することを目的とする。

みどり音楽祭

名古屋市緑区

この法人は、名古屋市緑区を中心とする地域に対して、音楽をはじめとする芸術・文化の普及向上に資する事
学術・文化・芸術・スポーツ 業と、次世代の音楽家に発表の機会を提供する事業を行い、地域づくり、まちづくりに係る問題の改善や解決
を図り、青少年の音楽教育の向上と地域文化の増進に寄与することを目的とする。

ＡＳＡトライザルクラブ

この法人は、一般市民に対してスポーツ指導を中心とする事業を行い、スポーツの振興、教育の推進を図ると
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ ともに、子どもたちの健全育成とその福祉に寄与することを目的とする。

ＮＰＯゴルフアカデミー

この法人は、生涯スポーツとして最適なゴルフを子供から高齢者そして障害者の人達にも指導を行い又ゴルフ
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ が安価で手軽にできるスポーツとしての環境もつくり、ゴルフのさらなる普及により、楽しく健全な社会づく
りに貢献する。

この法人は、社会に対して、平和文化の構築に関する事業を行い、平和・人権・貧困に係る意識向上や真実の
ONE WAY 国際平和文化
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ マルチカルチャーを提案し、平和意識の向上と文化の構築に寄与することを目的とする。
協会
アクセスチャイナ

この法人は、広く個人、法人に対して、日本と中国の文化芸術交流、経済交流に関する事業を行い、国際交流
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ に寄与することを目的とする。

芸術の広場ももなも

この法人は、名古屋市を中心とした一般市民に対して、うりんこ劇場を活動拠点とした、学術、文化、芸術の
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ 振興を図る活動、社会教育の推進を図る活動、まちづくりの推進を図る活動、うりんこ劇場の運営のサポート
に関する事業を行い、もって地域住民の公益の増進に寄与することを目的とする。

健康科学研究所

この法人は、乳幼児、青少年、成年者、高齢者に対して、こころと身体の健全な育成、生活習慣病等の予防、
自発的な健康つくりについて、スポーツを中心とした提案、援助、指導及び指導者の育成・研修に関する事業
を行う。また、介護が必要な高齢者その他支援を必要とする人々に対して、居宅サービス、居宅介護支援、ケ
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ アハウス施設・グループホーム施設の運営、健康つくり指導及び指導者の育成・研修に関する事業を行う。さ
らに、これらのスポーツ、介護に関する事業を通して民間、公共の新規及び遊休施設の活用について提案、指
導、コンサルティング及び運営をすることにより、地域住民の自発的な健康管理、福祉の増進、スポーツ文化
の発展に寄与することを目的とする。

この法人は、一般県民に対して、主に川柳及び伝統文化の啓発普及に関する事業を行い、社会文化の向上に寄
川柳及び伝統文化普及
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ 与することを目的とする。
会
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年9月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

とうかいマスターズオー
ケストラ

この法人は、地域住民に対して、音楽活動の振興に関する事業を行い、高齢化社会に係る問題の改善や解決を
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ 図り、老若男女を問わない音楽文化交流の向上と全世代の活力の増進に寄与することを目的とする。

トッポリーノ

この法人は、あらゆる人々に対して、囲碁の普及に関する事業を行い、囲碁文化の継承と囲碁を通じた青少年
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ の健全育成に寄与することを目的とする。

名古屋音楽の友

本法人は、名古屋を発信源として、広く一般市民を対象に、音楽を中心とした芸術、文化活動を企画又は運営
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ する。もって、音楽文化の振興及び普及、ひいてはあらゆる人々が音楽を通じて豊かで文化的な生活を営むこ
とができる社会の実現に寄与することを目的とする。

名古屋フットボールクラ
ブ

この法人は、健康な心身の育成を願う成人及び青少年に対して、健全な心身の育成を目的とするスポーツの普
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ 及を図り、各種研修会や講習会等のスポーツ教室を開催し、スポーツを通じて人格の形成、健全な肉体の育成
をするとともに、地域社会との交流に寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、一般市民に対してダンベル運動の事業を行い、正しいダンベル･エクササイズの普及を図り、国
ニューダンベル体操協会 名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ 民の健康増進と快適な社会文化の発展に寄与することを目的とする。

フリーピープル

この法人は、高齢者、障害者、青少年、子どもを含むすべての人々に対して、芸術、スポーツを媒体とした相
互扶助の精神を基本に、多様なサポートを提供することによって、心の健康、身体の健康を保ち、よりよい社
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ 会を担う人材の一員になれるようサポートすることをもって障害者への支援、社会教育の推進、芸術・スポー
ツの振興、子どもの健全育成、雇用機会の拡充の増進に寄与することを目的とする。

養神館合気道星雲塾

この法人は、広く合気道に関する事業を行い、幼児から老年者に至る幅広い年齢層が合気道に親しむことによ
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ る精神力の涵養、身体機能の充実及び健康増進を通じ社会一般に寄与することを目的とする。

本法人は、世界の相互理解のため、各国がその固有の価値を正しいと信じるに至った歴史の再認識の一助とな
り、お互いの尊敬にあふれた位置付けが世界平和及び人類の幸福への不可欠の条件であると信じ、人類文化の
ワールドヒストリーファウ
名古屋市名東区 学術・文化・芸術・スポーツ 足跡を保護し、調査し、知らしめて行くための一端を担っていくことにより、社会全体の利益の増進に寄与す
ンデーション
ることを目的とする。
としょかん再発見

この法人は、児童・生徒及び教職員に対して、図書館教育に関する事業を行い、学校教育の場で図書館情報学
名古屋市天白区 学術・文化・芸術・スポーツ が欠落してきたことによる図書館に係る問題の改善や解決を図り、児童・生徒の読書意欲の向上と情報活用能
力の増進に寄与することを目的とする。

この法人は日本、ウクライナ両国民に対して、文化・科学・教育の分野に関する事業を行い、両国民の相互理
日本ウクライナ文化協会 名古屋市天白区 学術・文化・芸術・スポーツ 解に係る問題の改善や解決を図り、両国の友情を築くことの増進に寄与することを目的とする。
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