名古屋市東区

日本スポーツ整膚協会

構成人員

疲労回復・傷害予防に効果的な整膚を広く普及する

職員0人
ボランティア150人
会員98

●活動内容
シティマラソンや陸上競技大会などにおいて、
ボランティアで選手に整膚（せいふ）
を実施。疲労回復や傷害の予防などに効果的であり、整膚を受けた選手の中には、
大会で記録を残している選手もいる。また、
スポーツ整膚に中心的な立場で取り
組んでいる整膚師の研究発表会を開催。クラブ活動などに整膚を取り入れ、得
られた実践データを基に講演を行う。そのほかPTAや教員、
スポーツクラブの研
修会にてスポーツ整膚の普及啓発活動を実施している。

●活動の背景、活動への思い
整膚の研究を重ねる中で、疲労回復や傷害の予防に効果的であることが実証
された。この技法を広く普及しようと『整膚学園』内のボランティアグループとし
てスポーツ整膚の実施、普及啓発活動を行っていたが、社会的に認知される団
体として活動するためNPO法人化した。
「マッサージや針灸に比べ、整膚は疲
労回復が早い・副作用がない・誰がやっても失敗がないなど利点が多い。この
画期的な方法を社会に広く普及させていきたい」と代表は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2011年5月20日
●主な 活 動 分 野／ 学術・文化・芸術・スポーツ
●従たる活動分野／ 子どもの健全育成、科学技術

募 集 中 ！
共にスポーツ整膚を普及してくれる会員を募集中。
整膚は効果が高く副作用もない技法だが、
「従
来の技法に代わって新しいものを普及させるこ
とは困難。一人でも多くの人が整膚のよさを実
感し、普及に協力してほしい」と呼びかけている。
スポーツ整膚の初級講習会なども開催している
ので、知識・技術がなくても活動可能とのこと。

連絡先
〒461-0004 名古屋市東区葵3-1-20
TEL
FAX
E-mail
URL

052-931-5522 平日 9:30〜17:30
052-931-6675
−
−

日本ファイナンシャルプランニング実務振興会

構成人員

ファイナンシャルプランナーの活躍の場をつくる

職員0人
ボランティア10人
会員0

名古屋市中区

●活動内容
中学・高校にて『キャッシュフローゲーム』の訪問授業を実施。キャッシュフロー
ゲームとは楽しみながら会計や経済の知識を身に着け、金銭感覚を養う体験型
のボードゲームである。また、一般市民を対象に講座を開催。テーマは保険・投資・
年金など同団体メンバーの得意分野を扱う。そのほか、お金に関するフリーペー
パー『Million』
（ミリオン）
を隔月発行。一般に身近でないファイナンシャルプラン
ナーと市民をつなぐ架け橋となる誌面を目指している。

●活動の背景、活動への思い
人生設計に関する資金計画のアドバイスを行う専門家『ファイナンシャルプラン
ナー』の資格保持者たちは、
かつて、知識・技術があってもそれを活かせる場が
少ないことに問題を感じていた。そこで資格保持者たちの活躍の場をつくり、
ファ
イナンシャルプランニングを普及させることで社会に貢献したいとの思いで団体
を設立。今後はさらに活躍の場を増やすことに努め、
ファイナンシャルプランニン
グの重要性を社会に発信していきたいとしている。

概要

●法人認証年月日／ 2004年1月16日
●主な 活 動 分 野／ 学術・文化・芸術・スポーツ
●従たる活動分野／ 社会教育、職業能力・雇用機会

募 集 中 ！
キャッシュフローゲームを用いた授業の実施校
を募集中。
「学生時代に金銭感覚を養うことは、
大人になってから金銭トラブルに遭うことを防ぐ
ためにもとても大切である」とのこと。希望する
人はまずは電話を。また、会員となり一緒に活
動してくれるファイナンシャルプランナー資格保
持者も募集中。

連絡先
〒460-0003 名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル5F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-955-2013 平日 9:00〜18:00
052-955-2015
info@nfp-bpm.jp
http://www.nfp-bpm.jp

名古屋市中区

東山動物園くらぶ

構成人員

東山動物園再生に市民が関わるきっかけ・基盤をつくる

職員0人
ボランティア50人
会員12

●活動内容
東山動物園の来場者に対し小学生が動物の説明を行う『東山こどもガイド』を
主催。大学生が、東山動物園などの協力を得て教材を作成し、東山動物園の
動物についてガイドする小学生に教えるなど、サポートを担っている。また、一般
市民を対象にしたセミナーを開催。テーマは東山動物園や動物に関するものが
多いが、社会問題や環境についても取り扱う予定。東山動物園公式ガイドブッ
クの製作や東山動物園検定の認定なども計画中。

●活動の背景、活動への思い
子どもの社会貢献意識向上と来場者の環境意識向上を目的に、名古屋青年
会議所の主催で『東山こどもガイド』を2006年に初めて実施。その後も「続けて
ほしい」との声が多方面からあがったため、2年目は実行委員会を結成、3年目に
団体を設立した。市民と行政が協力して東山動物園再生に取り組むきっかけや
基盤をつくっていきたいという思いで活動中。活動の魅力は「自分自身の成長
に繋がるだけでなく、人の役に立つところ」と代表は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2011年6月24日
●主な 活 動 分 野／ 学術・文化・芸術・スポーツ
●従たる活動分野／ まちづくり、子どもの健全育成

募 集 中 ！
「セミナーに興味のある人は積極的にご参加く
ださい」と同団体。また、
『東山こどもガイド』の
参加者も毎年秋に募集している。参加条件は
小学校4年〜6年の子ども及び大学生。情報
は随時ホームページに掲載される。そのほか、
賛助会員も常時募集中。
「東山動物園再生を
応援してほしい」とのこと。

連絡先
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-17-12
丸の内エステートビル303
TEL
FAX
E-mail
URL

052-222-6110 平日 9:00〜18:00
−
higashiyama.zooclub@gmail.com
http://www.higashiyama-zc.org/

名古屋市北区

まねきねこ

構成人員

即興演劇を通して「ありのまま」を認める心を育む

職員5人
ボランティア5人
会員16

●活動内容
打ち合わせや台本がなく、
その場で芝居をつくる「インプロ（即興演劇）」の公演
やワークショップを実施。インプロを通して、協力することや相手の考えを受け入
れることなどを学ぶ。参加者に合わせてその場でプログラムを組み立てている。
インプロに心理学を組み合わせたカウンセリングやワークショップも行っている。
また、
さまざまな人と出会う機会を提供する交流会を開催。そこでもインプロを活
用し、仲良くなるきっかけをつくっている。

●活動の背景、活動への思い
かつて代表が主宰していた劇団に、障害者支援団体から公演やワークショップ
の依頼が来るようになった。その活動を通して「インプロは人の役に立つ」と実
感し、
より活動を広げていくため同団体を設立。
「インプロはありのままの自分と
ありのままの相手が出会い、違いを楽しむものである」と職員は言う。
「子どもが
ありのままの自分を認め、大人は忘れてしまったありのままの自分を取り戻し夢に
向かえるよう、今後も活動を続けていく」とのこと。

概要

●法人認証年月日／ 2009年5月15日
●主な 活 動 分 野／ 学術・文化・芸術・スポーツ
●従たる活動分野／ 社会教育、子どもの健全育成

募 集 中 ！
ボランティアを募集中。団体が大切にしている
思いを理解してくれる人と一緒に活動していき
たいと願っている。活動内容は相談して決めて
いきたいとのこと。会員やワークショップ参加者
も募集中。また、年3回ほど公演をしているので、
ぜひ観に来てもらいたいと呼びかけている。詳
しい情報はホームページ参照。

連絡先
〒462-0863 名古屋市北区尾上町1-2
TEL
FAX
E-mail
URL

090-3854-0126 平日 17:00〜23:00
050-3021-8061
info@manekineko.or.jp
http://www.manekineko.or.jp/

名古屋市中区

むすめかぶき

構成人員

日本の伝統から日本人と日本文化の美を学ぶ

職員5人
ボランティア5人
会員12

●活動内容
伝統文化の継承に関する活動を展開。1.子ども向け教室『I♥（アイラブ）
カブキ』
の開催。歌舞伎・茶道などの稽古を通して、子どもたちに日本の美を伝える。2.
社会人向け教室『大人の伝統教室』の開催。三味線・舞踊などの稽古を通して、
歌舞伎の楽しみを伝える。3.『むすめ歌舞伎』の公演。年に1回能楽堂やホール
で上演し、発表会も随時開催。4.講演活動の実施。
「伝統の文化が新しい勇
気と創造の力を育てる」
「歌舞伎はいつも新しい」などがテーマ。

●活動の背景、活動への思い
「生きることの本来は、
『いかにしっかり生きるか』や『進歩する自分を楽しむ』こ
とにあると思います。文化は自分の成長のために必要なこと。人は、
自分を成長
させるために生きていく。そう考えたら素晴らしい」と同団体代表の市川櫻香さん。
伝統を学び、芸術芸能文化を身近に感じ、
自己を鍛えていくため、活動を続けて
いる。詳しくはブログ『市川櫻香の日記』を参照してほしいとのこと。
http://ooca.exblog.jp/（ほぼ毎日更新）

概要

●法人認証年月日／ 2003年8月19日
●主な 活 動 分 野／ 学術・文化・芸術・スポーツ
●従たる活動分野／ 子どもの健全育成

メ ッ セ ー ジ
「日本の伝統やこの活動に興味を持っ
てくれる方が増えてほしい」と同団体の
メンバー。同団体は公演を中心に活動
しているので「ぜひ『むすめ歌舞伎公演』
に訪れてほしい」とのこと。詳しくはホー
ムページ参照。

連絡先
〒460-0012 名古屋市中区千代田3-10-3
中部邦楽教室内
TEL
FAX
E-mail
URL

090-8730-9129 随時
052-323-4575
info@musumekabuki.com
http://www.musumekabuki.com/

