
チャン・ビン二胡演奏団

二胡の魅力を伝え、日中友好の輪を広げる

名古屋市千種区

子どもから高齢者まで幅広い世代が、二胡（にこ）文化の普及と日中友好を目的
に活動中。月に一度、合同練習会を実施し、各地の学校、福祉施設、地域イベン
トでの演奏に積極的に参加している。その他、定期演奏会として毎年4月に無料

開画企を』声之諧和『 トーサンコルーホで年隔、』会楽音胡二・桜『会楽音外野
催。これまで天津・北京・上海など中国各地でもコンサートを実施してきた。こうした
海外公演やチャン・ビンコンサートを通じ、演奏活動の発展と充実を図っている。

『愛知万博』二胡大合奏のため、代表の二胡奏者チャン・ビンと共に123名が参
集したのを機に発足し、活動を開始。設立当初からの目標の一つ『上海万博』二
胡大合奏（2010年）を実現させた。「中部地区は国内で最も二胡愛好家が多い
地域。『日本の二胡の故郷』を目指すため、多くの人にその魅力を伝えたい。また
中国の人々に自国の文化である二胡を愛する人が日本に大勢いることを知って
ほしい。今後も二胡を通じ日中友好の輪を広げたい」と同団体は語る。

●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14人
会員80

構成人員

募 集 中 ！
団員を大募集中。団員となるにはある程度、二
胡の技術が必要となるが、全くの初心者は代
表が主催する二胡教室で学ぶことができる。
「まずは各種演奏会やイベント演奏などで二胡
に興味をもってもらいたい」と呼びかけている。
二胡の体験コーナーを設置するイベントもあり。
団体のホームページ参照。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2007年12月21日
学術・文化・芸術・スポーツ
国際協力

概要

連絡先

〒

052-763-1082　13:00～19:00
052-763-1083
zhangbin@ams.odn.ne.jp
http://12.studio-web.net/~zhangbinnikoniko/

T E L
FAX
E-mail
URL

464-0055 名古屋市千種区姫池通3-4-1
アイビーハウス2F　チャン・ビン音楽企画内



中部200年住宅再生ネットワーク機構�

古民家を保存し、100年住める家をつくる�

名古屋市名東区�

古民家の文化的・歴史的価値を鑑定する『古民家鑑定士』と、鑑定した上で古
資材の再活用の企画・提案を行う『伝統資財施工士』の資格取得に向けた講習・
試験を実施。資格所持者に向けてはスキルアップ講習も実施しており、古民家
での実践の機会も提供している。また全国の高校対抗で、古い民家や町並みな
どの写真を競うコンテスト『民家の甲子園』の愛知県大会を主催。写真に加え、
発表の際のプレゼンテーションも審査対象としている。�

古民家は優秀な資材を使い、伝統的な工法で建てられているため100年保つこ
とができるが、現代の建築物の耐用年数はわずか35年ほどである。そこで、安易
に解体されてしまう古民家を整備し、さらに100年保存すること、廃棄されてしまい
がちな古資材を利用して長期的に住める住宅をつくることを目指し、団体を設立。
「伝統的な建物のよさを市民に伝え、古民家・古資材の保存を推進し、環境に
優しく丈夫な家づくりをしていきたい」と理事長は語る。�

●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0人�
会員18

構成人員�

募 集 中 ！ �
市民に古民家のよさを伝え、伝統工法を学んで
もらうため『愛知県古民家100選』の作成を計
画中。「自宅や近隣の家が古民家という方は
ぜひ情報を寄せてほしい」と代表。また、『民家
の甲子園』の参加者も募集中。1チーム3～5人、
1校につき2チームまで参加可能。その他、古民
家の解体工事に伴い有料資材の買取もすると
のこと。心当りのある人は、連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年7月10日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
まちづくり、環境保全�

概要�

連絡先�

〒�

052-771-0561 9:00～17:00�
052-771-0699�
meito@sd.starcat.ne.jp�
http://ameblo.jp/npotyuubu/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

465-0031 名古屋市名東区富が丘31-2



伝統芸能・音楽教育サポート・ネットワーク�

伝統芸能・音楽の素晴らしさを次世代へ�

名古屋市中区�

学校音楽教育に伝統音楽が取り入れられているものの、これまでは西洋音楽中
心の指導であったため、教員の邦楽理解が不足していることから、邦楽授業の
支援を中心に活動。とくに、江戸時代の三味線音曲「長唄」の指導を得意とし
ている。また、一般市民を対象に、長唄や三味線、鼓、篠笛などのワークショップ
や講座も開講。奥三河地方の伝統芸能『花祭り』の継承にも力を注いでおり、
広く伝統芸能・音楽の普及を目指して活動している。�

「モーツァルトを演奏するならウイーン訛りのドイツ語を習え」といわれるほど、音
楽と言語には深い関係がある。日本固有の伝統音楽は、日本語を話す私たちに
とって口ずさみやすいメロディーとリズムで構成されている。にも関わらず、学校
教育では西洋音楽を中心に指導が行われていることへの疑問から活動が始まった。
日本人が自然体で楽しめる音楽として、その素晴らしさを伝えたいという思いと、
次世代への継承という使命をもって活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員13人�
ボランティア20人�
会員13

構成人員�

募 集 中 ！ �
伝統音楽の授業支援を求める学校は、ぜひ
連絡を。また、各種講習会の参加者も募集中�
（笛、鼓、長唄、三味線、他）。詳しくはホームペー
ジ参照。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2008年9月26日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
まちづくり、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

090-3832-1298 平日　9:00～19:00�
052-834-2523�
keyaki8756@yahoo.co.jp�
http://www.ye4.fiberbit.net/morinohagi3/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

460-0008 名古屋市中区栄3-31-8�
モリダイヤハイツ栄1005



とうかいマスターズオーケストラ�

人生の達人を目指す、経験豊富なシニア中心の楽団�

名古屋市名東区�

シニア世代を中心に、プロや社会人オーケストラで活躍していた人たちが結成し
た市民オーケストラ。主な活動として、定期演奏会『人生の達人のための演奏会』
を年2回開催。また、訪問演奏会を年1回以上実施する。訪問先は、篠島、日間
賀島など県内にある離島の小学校や、盲学校をはじめとする特別支援学校など。
クラシック音楽をメインに、子どもに指揮棒を振ってもらったり、校歌を演奏するなど、
工夫を凝らした楽しい演奏会を提供している。�

2007年に「一生音楽を楽しもう!」を合言葉として、シニア世代や子育てを終えた
人など、東海地区で演奏してきた人が集まり結成。生涯演奏を楽しみ、「音楽と
人生の達人(マスター)」を目指そうという思いを込めて、『とうかいマスターズオー
ケストラ』と楽団名をつけた。社会人オーケストラでは困難な平日活動もできる
強みを活かし、演奏会に足を運べない小学校や東北の被災地へ、生演奏を届け
る訪問演奏会活動を特に大切にしている。�

●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49人�
会員49

構成人員�

募 集 中 ！ �
団員を募集中。オーケストラやアンサンブルの
経験があり、平日に活動できる成人であれば年
齢は不問。楽器は全パート応募可能で、とくに
弦楽器は大歓迎とのこと。2管編成の古典を
中心に、原則月2～4回練習している。興味の
ある人は連絡を。また、賛助会員も募集中。会
員には定期演奏（年2回）のペア招待券を進呈。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年9月10日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
社会教育、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

090-3569-6780 平日　9:00～17:00�
052-705-0337�
k-yukiko@ja2.so-net.ne.jp�
http://www.justmystage.com/home/tokaimasters/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

465-0093 名古屋市名東区一社4-67



としょかん再発見�

図書館を変え、子どもの問題解決能力を増進�

名古屋市天白区�

学校図書館を、児童・生徒の読解力、思考力、表現力、問題解決力などを育む場
と位置づけ、子どもの能力向上に軸足を置いた学校図書館の活用および運営を
提唱。その活用例として、調べ学習を推進し、『図書館を使った調べる学習コン
クール』の地区大会や、市内の図書館とタイアップした『調べ学習ワークショップ』
などを主催している。また、読み聞かせボランティアの養成講座なども開講しており、
子どもの読書意欲向上を図る取り組みにも積極的だ。�

「書籍を貸し出すだけの図書館から、子どもの学びを支援する図書館へ」との思
いから、学校図書館の変革を目指して教員OBらが結成。名古屋市には、図書館
に司書が常駐している小・中学校は１校もなく、教科担任や学級担任が司書業
務を兼任。そのため、開館時間が1日20分以下という学校図書館も。この問題
を改善し、図書情報の活用や相談ができる環境をつくるため、学校図書館を統
括的に支援する『学校図書館支援センター』の設立を目指している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員4人�
ボランティア0人�
会員16

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体の活動に参加してくれる人を募集中。
特に、OECD（国際学習到達度調査）や子ども
の教育に携わっている人・関心のある人、モバ
イル端末やネットワークなどコンピュータ知識の
ある人は大歓迎。また、読み聞かせ会など、読
書意欲の向上を図る活動に協働してくれる書
店も募集中。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2008年9月12日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒468-0024 名古屋市天白区大根町168

052-801-5692　お問い合わせはメールで�
052-801-5692�
info@toshokan-sai.org�
http://toshokan-sai.org/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



トッポリーノ�

子どもたちに囲碁の楽しさを伝えたい�

名古屋市名東区�

日本での囲碁の歴史は古く、奈良時代の頃から親しまれており、現在世界70ヶ
国以上に愛好者を持つゲーム競技である。その囲碁の楽しさや魅力を多くの人
に伝えていきたいと、囲碁棋士らが中心となり普及活動を行っている。児童館や
幼稚園での『子ども囲碁教室』、地域の生涯学習センターでの『入門教室』、家
族三世代がひとつのチームとなって団体戦を行う『だんご三世代囲碁大会』な
どを開催。今後は、囲碁を通じた国際交流の支援も行っていく予定。�

現在、日本の囲碁競技人口における若い世代の割合はとても少なく、今後の発
展に危機感を持った代表らが、子どもたちへの普及から始めようと団体を設立。「囲
碁は世代、性別、国籍、障害を超えて楽しめ、碁盤の前では誰もが対等に向き合
えるすばらしいコミュニケーションツール。子どもたちにとっても礼儀や集中力、人
とのつながりが学べるとてもよいゲーム。人々の成長や交流に役立つ囲碁を社
会に広めていきたい」と思いを語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員16人�
ボランティア5人�
会員55

構成人員�

募 集 中 ！ �
子どもや親子対象の囲碁入門教室を開催して
いるので、興味のある人はぜひ参加を。日時や
場所はホームページを参照。また活動趣旨に
賛同して、スタッフとして子ども教室やイベントを
手伝ってくれる人を募集している。詳しくは問い
合わせを。病院・学校・企業・文化センター・市
民団体などへの囲碁出張指導の依頼も受け
付けている。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2010年5月14日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
国際協力、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

052-710-3784�
052-710-3784�
info@topolino-igo.org�
http://www.topolino-igo.org/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

465-0095 名古屋市名東区高社2-242



ドリーム・コンプレックス�

万博会場の「子どもたちの絵画展」で国際交流�

名古屋市名東区�

万国博覧会開催に合わせた記念事業として『子どもたちの絵画・国際交流事業』
を開催国などと合同で企画し、出展作品の募集・審査・表彰式・表彰コンサート
を実施している。2011年度は、2012年5月に韓国で開催される『麗水（ヨス）世
界博覧会』のテーマ「生きている海と沿岸」にちなんで、「海」（Ocean）をテー
マにした作品を日本・韓国・中国の関係機関と合同で募集している。右写真
は『上海万博』合同・審査会風景。�

2005年の『愛・地球博』を皮切りに、『スペシャルオリンピックス上海』（07年）、
『スペイン・サラゴサ国際博覧会』（08年）、『上海万博』（10年）と絵画展を企
画して、国際交流の成果を上げてきた。『ドリーム・コンプレックス』は、『愛・地球博』
の理念と成果を継承し、豊かで文化的な国際交流を目指す「夢の複合」。子ど
もにとって絵画展へのチャレンジは夢の入り口。絵画を通して、子どもたちを情感
豊かに育てる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3人�
ボランティア20人�
会員300

構成人員�

2011年の『子どもたちの絵画・国際交流事業』は、
韓国と協働して行われ、応募多数で終了した。
次回も日・韓・中の4歳～13歳までを対象に作
品が募集されるので、ぜひ応募してほしい。参加
料は全額、東日本大震災の義援金として復興
に役立てられる。右写真は麗水世界博覧会ソ
ル本部長とマスコットキャラクターのヨニスニ。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2007年6月29日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
まちづくり、環境保全�

概要�

連絡先�

〒465-0024 名古屋市名東区本郷2-150�
　　　　　  本郷パネデスビル1F

052-773-5201　火　13:00～16:00�
052-778‐6910�
y@mudou-art.com�
http://dreamcomplex.net/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

メ ッ セ ー ジ �



名古屋TLCクラブ�

子どもの社会性を育てるスポーツクラブ�

名古屋市守山区�

ジュニアスポーツを通じて、子どもたちの社会性を養うことを目的に活動している。
障害のある子と体の弱い子が一緒にスポーツを楽しむ『キッズベースボールス
クール』や『キッズサッカー』を開催。また、苦手なスポーツや体力アップに取り
組む『スポーツ塾』や、園児・小学生対象の『英語教室』なども開催している。
2つの屋内人工芝練習場を拠点とし、専属トレーナーや将来教師を目指す学生
たちが指導者として子どもたちをサポートしている。�

難聴などの障害があったり、ぜんそくを患い体が弱い子など、みんなで楽しめるコ
ミュニケーションの場を提供したいという思いが団体設立のきっかけだった。「学
校に部活動がない、指導者が不足している、子どもの体力が低下しているなど、
子どもたちがスポーツを楽しめる環境は不十分」と同団体。「地域の学校や企
業と連携して役割分担し、安全な練習場所や運動場を確保することも団体の大
事な役割のひとつ」と代表者は語る。�

●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23人�
会員10

構成人員�

募 集 中 ！ �
スポーツの技術だけを教えるのではなく、レッス
ンの前後には読み書きや計算、クイズなどで脳
のトレーニングも行い、子どもの総合力を高め
ることも目指している。マンツーマンやグループ
レッスンを設けているので、レッスンを受けたい
人は、同団体まで連絡を。対象は、園児から高
校生まで。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2004年3月18日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
保健・医療・福祉�

概要�

連絡先�

〒463-0024 名古屋市守山区脇田町1203

052-799-1560�
052-799-1560�
－�
http://www.tlc-club.com/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



名古屋トルコ日本協会�

名古屋に住むトルコ人と日本人の架け橋になる�

名古屋市中区�

各種イベントや講座を開催し、トルコと日本の人々の交流と異文化理解の機会
を提供。2年に1度開催し約200人が集まる『トルコの夕べ』、毎年6月に開催さ
れる『チャイパーティー』、トルコ語教室やトルコ料理教室といったさまざまなイベ
ントや、トルコと日本に関するセミナーなどを行っている。またトルコで撮影された
写真のコンテスト開催や、トルコでのホームステイを希望する日本人にホームス
テイ先を紹介する活動なども行っている。�

かつて名古屋に住むトルコ人の交流組織がなく、日本に来たばかりのトルコ人は
友達がいないため寂しく感じ、一方で日本に長く住んでいる場合はトルコ人同士
のつながりが薄くなることもあった。そこで、トルコ人同士、そしてトルコ人と日本
人の交流を広げていくことを目指して設立。交流と異文化理解の場であるとともに、
親日国であるが日本人にとってなじみの少ないトルコのよさを広く紹介したいとの
思いで活動を続けている。�

●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10人�
会員60

構成人員�

募 集 中 ！ �
イベント参加者を募集中。上記のほかにも、ボー
リング大会や食事会、お花見などさまざまなイ
ベントを開催しており、トルコ人と共に楽しみな
がら交流を深めることができる。情報は随時
ホームページに掲載。「会員でなくても参加可
能なので気軽に立ち寄ってもらいたい」と呼び
かけている。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2006年8月21日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
社会教育、国際協力�

概要�

連絡先�

〒460-0008 名古屋市中区栄1-6-14　御園座会館4Ｆ�

052-203-8087　月～土　9:00～18:00�
052-203-8088�
info@ntja.org�
http://www.ntja.org/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



NaYOGA

ヨガを通じてロハスを広め、健康増進をサポート�

名古屋市東区�

自分の健康と社会環境を配慮したライフスタイル「ロハス」を広めるため、さまざ
まな取り組みを行っている。主な活動内容は次の通り。1.ヨガ、アロマテラピー、
エコ、マクロビオティック、代替医療といったロハスに関するワークショップ、イベント、
講座の開催。2.ヨガインストラクター向けのスキルアップ講座の開催や求人情
報提供、ロハスをテーマにした仕事をしたい人への起業支援。3.企業や行政と
協働し、ロハスに関するイベントの開催。�

約10年前に代表がヨガをやってみたいと思った時、名古屋にヨガスタジオがほと
んどなかった。講師をようやく見つけ、「他にもやりたい人がいるのでは?」とヨガ
イベントを開催したところ反響が大きかった。その頃「健康で持続可能なライフ
スタイル」というロハスの考え方が広まりつつあり、「ヨガを通じてロハスを広めたい」
と同団体を設立。時代の変化やニーズに合わせて、市民の健康増進をサポート
するためのさまざまな取り組みを行っている。�

●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30

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体の活動内容に賛同し、一緒に活動して
くれる人を募集している。個人、法人は問わない。
ヨガやロハスに関するイベント・ワークショップ
情報や、ヨガインストラクターの求人情報などを
ホームページに掲載しているので参照を。興味
のある人はぜひ利用してみて。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2004年11月18日�
学術・文化・芸術・スポーツ�
保健・医療・福祉�

概要�

連絡先�

〒�

080-5163-5915 平日　9:00～18:00�
052-930-7716�
junbanno@gmail.com�
http://www.nayoga.org/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

461-0036 名古屋市東区車道2-29�
プレジデントOZAWA3F


