
アサヒキャンプ名古屋�

キャンプを通じて出会い、共に育ち合う�

名古屋市熱田区�

小中学生を対象とした宿泊キャンプ及び日帰りキャンプを開催。障害の有無に
関わらず、さまざまな子どもたちが寝食を共にする『合同キャンプ』や、学習障害
などの子どもたちに、成功体験を積み重ねて自分を大切にする気持ちを育んでも
らう『川のほとりキャンプ』、周囲のペースに合わせられず、ストレスを感じている
子どもたちに自分のペースで過ごしてもらう『ひだまりキャンプ』を開催している。
その他の活動についてはホームページ参照。�

朝日新聞名古屋厚生文化事業団が主催していたアサヒキャンプ事業の終了を
惜しんだ学生ボランティアOB有志たちが、事業を引き継ぐために法人を設立。
日常生活において、自然体験活動をする機会は少なく、特別支援教育対象の子
どもたちが体験活動をする機会は限られている。子どもたちが集団の中でコミュ
ニケーションをとることで、「自分もいろいろな人と一緒に活動できるんだ」という
自信につなげてもらいたいという思いをもち、活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員1人�
ボランティア50人�
会員105

構成人員�

募 集 中 ！ �
キャンプ活動に参加する子どもたちを募集して
いる。対象は小学3年生から中学3年生。大学
生が子どもたちと一緒に寝食をともにし、臨床
心理士や教員といった専門家が活動をサポー
トしている。「お子様の可能性を広げてあげたい」
「人とのつながりをもってもらいたい」と願う保
護者は気軽に問い合わせを。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2007年2月19日�
社会教育�
子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒456-0024 名古屋市熱田区森後町7-14　沼田ビル1F

052-908-0623�
052-908-0635�
asahicamp.nagoya@gmail.com�
http://asahicamp-nagoya.com/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



WinWin育成協会�

「コーチング」技術で、円滑な人間関係を目指す�

名古屋市緑区�

人のやる気や能力を引き出し、人間関係を円滑にするコミュニケーション技術�
『コーチング』の講座を開講。基礎コースから講師となるためのインストラクター
養成コース、社会起業家育成コースまで、レベルに応じて受講することができる。
また、結婚に対する価値観や思春期の子どもとの親子関係などについて、コー
チングを用いて考えるセミナーを開催。結婚と仕事、子育てと仕事を両立する「ワー�
ク・ライフ・バランス」の実現を支援している。�

代表が大学でキャリアデザインを教える中でコーチングと出会い、その後、個人で
10代の子どもの親子関係のセミナーを実施してきたが、参加者が増えてきたこと
から団体を設立。大人の自立を促すことで親子関係が改善し、子どもも自立へ
向かう。さらに子どもの中にあるものを引き出すため、傾聴し、よさを認めて声を掛け、
本人に希望をもたせるよう支援している。「人は気づき、希望をもてると目が輝く。
それを見ることが感動的」と代表は語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員6人�
ボランティア0人�
会員64

構成人員�

募 集 中 ！ �
講座・イベントの参加者を募集中。コーチング
技術修得のための講座のほか、出会いの場を
提供する婚活パーティや、カップル向けの結婚
講座なども開催している。互いの関係や将来
の生活・働き方について考えたり、コミュニケー
ションのコツなどを学ぶことができるとのこと。
詳細についてはホームページを参照、または問
い合わせを。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年5月29日�
社会教育�
男女共同参画�

概要�

連絡先�

〒�

090-4164-6316 平日・土　9:00～20:00�
－�
office@npo-winwin.net�
http://npo-winwin.net/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

458-0045 名古屋市緑区鹿山2-90-22�
ユニライフ鳴海217



くらしの情報センター�

幅広いネットワークを駆使して、暮らしの情報を提供�

名古屋市昭和区�

豊かで健全な社会の発展のために、勤労市民各層に正確で信頼できる暮らし
の情報を提供。労働問題や福利厚生など幅広い労働相談に応じる他、市民が
政策提言などを電子書籍化して発信する活動の支援を行っている。なかでも力
を注いでいるのが、「健康と長寿」をテーマにした『くらしの市民講座』で、有機・
無農薬の農業実践を通した『安全な食と農作講座』や登山体験もできる『健康
作り登山講座』など、実践型の講座を積極的に開講している。�

市民政策情報センターと、勤労者の団体が合併して同団体を設立。以来、各種
団体との幅広いネットワークを駆使して、政策提言や労働問題をはじめ、暮らしの
中のさまざまな課題と対峙してきた。現在は、活動を継続していくために、自立し
たNPOを目指して事業化を推し進めており、すでに健康食品の開発・販売や農
業生産者を育成する職業訓練などに着手。同時に、これらの事業を通じて雇用
創出に貢献したいという思いをもつ。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員5人�
ボランティア10人�
会員30

構成人員�

募 集 中 ！ �
起業から冠婚葬祭まで、さまざまな暮らしの相
談に応じているので、気軽に問い合わせを。また、
多岐に渡る『くらぶ』を運営しており、新規の仲
間も歓迎。有機・無農薬農法で食の安全に取
り組む『らく農くらぶ』、健康のための『登山くらぶ』
他、旅行会、カラオケ会、ゴルフ会などがある。
興味のある人は連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2008年3月21日�
社会教育�
まちづくり、情報化社会�

概要�

連絡先�

〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞3-8-10

052-741-3366　平日　9：00～17：00�
052-741-3366�
miyazaki@shimin.gr.jp�
http://www.shimin.gr.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



クレサラあしたの会�

借金や消費者問題に苦しむ人がいない社会をつくる�

名古屋市中村区�

借金問題や悪徳商法、生活保護など、借金や消費者問題に関する相談会を定
期的に開催。現在愛知県内の6会場で行っており、相談員は主に司法書士が
担う。行政主催のイベントへ相談員派遣も行っている。また、消費者問題につ
いて、子どもから高齢者までわかりやすく伝える着ぐるみショーを各種イベントにて
公演。そのほか愛知県の多重債務者対策協議会に参加し、行政やNPO、弁護
士会などと多重債務者を減らすため情報交換を行っている。�

かつて借金問題は大きな社会問題であったにも関わらず、借金に苦しむ人々の
ための相談窓口がなかった。そのような人 を々ボランティアで支援しようと、弁護
士や司法書士、借金で苦しんだ経験をもつ会社員や自営業者などが団体を設立。
設立当初は非常に多くの相談が寄せられたが、近年は相談窓口が増えたため
件数が減っている。団体の活動が必要ない社会を目指し、今後は多重債務や
悪徳商法被害の予防啓発活動に力をいれていくとのこと。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員0人�
ボランティア30人�
会員30

構成人員�

募 集 中 ！ �
「借金や消費者問題に関しては、相談できると
ころがあるということをまず知り、周囲に広めて
ほしい」と呼びかけている。相談はボランティア
で請け負っているため、費用はかからない。相談
員と話をするだけでもいいので相談会にぜひ参
加をとのこと。電話は司法書士が携帯し、口頭
での質問の対応や相談会の案内も行っている。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2001年10月26日�
社会教育�
人権擁護・平和推進、消費者保護�

概要�

連絡先�

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-11-43

080-3620-7654　9:00～21:00�
－�
－�
http://punsuka.della-nagoya.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



コアカウンセリング支援協会�

カウンセリングのよさを広め、悩みの解決や成長を支援�

名古屋市昭和区�

悩みをもつ人に対し、1対1での心理カウンセリングを実施。子どもの不登校や職
場の人間関係など各自が抱える問題の解決を支援し、心の成長を促している。
また、カウンセラーの養成講座も開催。対等な関係での傾聴を主とし、その人に
あった療法を用いて問題を一緒に解決する方法を学ぶ。そのほか、発達障害を
もつ大人の自助グループを運営。同じ悩みを抱える仲間の語り合いの場に、セ
ラピーなどを用いて悩みの解決を支援している。�

理事長が苦しい体験をきっかけにカウンセリングを学び、自身が実感したカウンセ
リングのよさを広めたいとの思いから個人で活動を開始。活動の中で「カウンセ
リングを学んでみたい」との周囲の声や、行政からの講演依頼を受け、個人では
なく団体としての活動の必要性を感じ同団体を設立。カウンセリングを担う人材
育成に努め、その原理を社会に広めることで一人ひとりの健康で安心な暮らしを
支援し、人に優しい社会をつくることを目指し活動中。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員11人�
ボランティア40人�
会員110

構成人員�

募 集 中 ！ �
カウンセラー養成講座の受講生を募集中。「カ
ウンセリングを学ぶことで自分自身も癒され、人
とのコミュニケーションが円滑になり心が楽になる。
また、その知識や技術を活用して誰かを援助で
きる」と職員は言う。市町村と連携して開催して
いる講座もあるとのこと。講座の日程や場所に
ついては随時ホームページに掲載される。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2002年6月18日�
社会教育�
保健・医療・福祉�

概要�

連絡先�

〒466-0033 名古屋市昭和区台町1-2-1

052-872-0287　平日　10：00～18：00�
                             土　10：00～15：00�
052-872-0287�
info@shinri.or.jp�
http://www.shinri.or.jp/

T E L �
�
FAX�
E-mail�
URL



コンクリート技術支援機構

耐久・耐震性の高い安全なコンクリート築造物をつくる

名古屋市中区

コンクリート技術の社会教育・技術伝承を目的に、常設公開講座『ASCoT茶
論』を開催。講座内容はよいコンクリートをつくる技術やコンクリートの調査・診断
技術、コンクリート技師・診断士の資格取得支援など。また、コンクリート構造物の
調査・診断・耐震評価、文化財などの調査・保全、補修・改修工事の技術支援、
環境対応整備に関する技術支援などを実施。場合に応じて検査技術者の派遣
を行う。企業などの依頼を受け、講師派遣も行っている。

コンクリートの劣化による強度・耐震性の低下が社会的に危惧される中で発生し
た、コンクリート外壁の剥落事故をきっかけに、劣化診断や補修に関する研究・技
術開発の必要性を痛感し立ち上げた『コンクリート検査・補修研究会』を前身と
する。コンクリートに関する研究者や技師、企業など幅広いメンバーが、NPOとし
て公平な立場で活動している。「コンクリート築造物の安全性、耐久・耐震性確
保などに問題意識をもって活動を続けていきたい」と語る。

●活動内容

●活動の背景、活動への思い

職員0人
ボランティア20人
会員84

構成人員

募 集 中 ！
『ASCoT茶論』の参加者を募集中。研究者や
技術者に限らず誰でも気楽に参加することが
でき、コンクリートに関するさまざまなテーマにつ
いて学ぶことができる。「日時をお問い合わせの
上、ぜひご参加を」と同団体。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2002年4月26日
社会教育
環境保全、地域安全

概要

連絡先

〒

052-979-2107　平日　10:00～15:00
052-937-6553
ascot@wit.ocn.ne.jp
http://www1.ocn.ne.jp/~ascotnpo/

T E L
FAX
E-mail
URL

460-0006 名古屋市中区葵1-27-37　2F-203



さわやか絵手紙の会�

心と心を通わせる「絵手紙」が生きる力に�

名古屋市緑区�

1. 絵手紙教室など高齢者へ絵手紙を描く機会を提供することで、高齢者の生
活充実を図る。�

2. 入院患者の心の支えになるため、病院で絵手紙展示会を開催。また、患者に
対して絵手紙を描く機会を提供する。�

3.日本と海外との文化交流を目的に、海外で絵手紙を広める活動を展開。今ま
でにタイとロシアを訪問して、その国の人たちと一緒に絵手紙を描きながら、日
本語や日本文化を伝えてきた。�

核家族化が進んだ影響で、ひとりで住む高齢者が増え、家族と心を通わせる機
会がない高齢者が多くなっている。「絵手紙は、そのような人たちが他人と心を
通わせる手段となる」と代表。代表は、今から15年前に初めて年賀状で絵手紙
を描いたことをきっかけに、色々な人から教えてほしいと頼まれるようになり自然と
活動が広がったそうだ。「絵手紙を描くと、みんな自然と笑顔になる。これからも
生きがいを感じる人をもっと増やしたい」と話す。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員5人�
ボランティア100人�
会員20

構成人員�

募 集 中 ！ �
絵手紙活動を取り入れたいと考える医療法人
や団体は同団体に相談を。「医療の現場で絵
手紙活動を取り入れることは、患者のリハビリや、
生きる支えになるなど、よい効果が期待できる」
と代表。絵手紙を一度描くだけで終わるのでは
なく、その場所に絵手紙を根付かせることで、長
期的に患者をサポートしていくことが大切だそうだ。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2011年3月11日�
社会教育�
学術・文化・芸術・スポーツ、国際協力�

概要�

連絡先�

〒458-0829 名古屋市緑区鎌倉台2-928

052-623-7731�
052-623-7731�
souki.ishida@docomo.ne.jp�
－�

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



生涯学習ネットワーク中部�

生涯学習への入口をつくる�

名古屋市緑区�

就学期だけでなく、生涯にわたって学習するという「生涯学習」の推進を目的に、
以下の活動などを行う。1.生涯学習に関わる活動を支援する市民ボランティア『生
涯学習支援アドバイザー』の養成講座を開催。「生涯学習って何？」から始め、
ボランティアのノウハウを伝える。2.図書館案内ボランティアの養成講座を開催。
案内ボランティアは、名古屋市鶴舞図書館において市民がより便利に図書館を
利用できるように市民目線でサポートしていく。�

「生涯学習」という言葉がまだ知られていなかった頃、名古屋市は生涯学習を地
域で広めていくリーダーを養成することを目的に、『生涯学習アドバイザー養成講座』
に取り組んでいた。その修了生たちが、市民から寄せられる生涯学習相談に応
対をしていこうと任意団体をつくったことが活動の始まりだ。「市民が、生涯いつ
でも自分の住んでいる地域で、自分の学びたいことを学べるようになってほしい」
という思いをもち活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員18人�
ボランティア18人�
会員27

構成人員�

募 集 中 ！ �
「生涯学習に興味のある方は、まず講演会に
参加してほしい」と呼びかけている。鶴舞図書
館や名古屋市女性会館において、薬や防災な
どさまざまなテーマで開催。また、各区の生涯学
習センターで、同団体の会員が生涯学習相談
の応対をしている。生涯学習について悩みや
疑問をもつ人はぜひ相談を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2007年1月5日�
社会教育�
まちづくり、NPOの援助�

概要�

連絡先�

〒458-0033 名古屋市緑区相原郷1-312

090-3582-3027　平日・土　10:00～20:00�
052-896-5527�
jun00ar@hotmail.com�
－�

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



DOG DUCA

人と犬がよりよく共存できる社会を目指す�

名古屋市守山区�

『わんわん保育園DUCA』を運営。飼い主の知識不足や間違った接し方から問
題行動を起こしてしまう犬を預かり、問題行動を解消することで、飼育拒否者の
減少に努めている。犬が自宅で問題行動を起こさないよう、飼い主に正しい育て
方を案内し、一緒にしつけを行う。また迷子や飼育拒否によって同団体に持ち
込まれたり、狂暴などの理由で動物愛護センターで対応できない犬を引き取って
しつけをし、信頼できる新しい飼い主に引き渡している。�

かつて動物愛護センターで保護された犬は、ほぼ100％が殺処分されていた。そ
のような状況を何とかしたいとの思いで活動を開始。現在は、愛護センターに「譲
渡ボランティア制度」ができ、里親を探して殺処分される犬を極力減らそうとして
いるが、高齢や病気といった理由で殺処分される犬も未だ多い。現状や活動を
広く社会に知らせることで、飼育拒否や里親がみつからず殺処分される犬を減らし、
幸せな犬を増やすことを目指している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員8人�
ボランティア2人�
会員72

構成人員�

募 集 中 ！ �
保護している犬の里親を募集中。一度捨てられ
た犬が今度こそ幸せになれるよう、無条件に引
き渡すのではなく、希望者と面接をし、犬としっ
かり向き合える人に里親をお願いしている。同
団体では、引き渡し後も犬を気にかけており、里
親は飼育の上での困りごとを相談することがで
きる。里親希望の人はぜひ連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2010年12月24日�
社会教育�
保健・医療・福祉、地域安全�

概要�

連絡先�

〒463-0072 名古屋市守山区金屋1-23-26

052-795-5003　平日・土　13:00～19:00�
052-875-9234�
qq9u8ge9k@mist.ocn.ne.jp�
http://www.dogduca.shop-site.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



なごやロングライフサポートセンター�

人生の終末期を安心して過ごすために�

名古屋市瑞穂区�

少子高齢化、核家族化が進む現代では一人暮らしや身寄りのない高齢者が増
えている。そうした人々が安心して暮らせるよう、行政書士、税理士、司法書士、
社会保険労務士、建築士、ファイナンシャルプランナーなど有資格者が中心となり、
さまざまな支援を行う。具体的には、相続手続きや遺言作成、財産管理、役所な
どへの届け出、身元保証、死後事務から成年後見などに関する助言・相談およ
び啓発活動まで幅広い。電話相談や利用者の家へ定期訪問も行う。�

行政書士である代表は、市民相談会などで遺言や相続に関する相談を受けるこ
とが多く、また一人暮らしの高齢者を支援したことをきっかけに、高齢者や単身者
の抱える悩みや問題に気づいた。この状況をなんとかしたいと、地元の有資格
者らと団体を設立。「高齢者が人生の終末期を地域で安心して暮らしていけるよ
う支援したい。今後は高齢者の生きがいづくりや地域社会とのコミュニケーション
の場を作ることも行っていきたい」と活動への思いを語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア0人�
会員15

構成人員�

募 集 中 ！ �
「将来、自分が高齢者として終末を迎えること
への意識をもち、いざという時困らないよう、元
気なうちに準備をしておいたほうがよい。困った
とき、悩んだとき、一緒に考えたり対処するお手
伝いをするので気軽にご相談を」と同団体。さ
さいなことでも構わないとのことなので、相談し
たい人は連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2011年6月24日�
社会教育�
保健・医療・福祉、地域安全�

概要�

連絡先�

〒�

052-838-7611 月～土　8:30～18:00�
052-838-7615�
yamamoto@e-atras.jp�
http://izuharajimusho.com/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

467-0842 名古屋市瑞穂区妙音通4-6-1


