公益信託 愛･地球博開催地域社会貢献活動基金
平成20年度展開期 公開審査対象先一覧
№ 整理番号

団体名

活動テーマ

特定非営利活動法人 麻薬撲滅・薬
「Ｎｏ Ｄｒｕｇｓ！」自分を大切に
物乱用対策センター

1

20展001

2

20展003 名東鯱友会 ライラックの会

（テーマ）高齢者福祉施設・養護児童収容施設におけるボランティア

3

20展004 天王文化塾

（テーマ）津島の歴史から学んだ食べ物を創り味わう

4

20展005 外国人医療支援グループ

（テーマ）外国人の子どもたちの健康相談会の開催

5

20展007 堀川とまちづくりを考える会

（テーマ）堀川浄化に今できること親子で堀川を見直そう
（事業名）親子で楽しむ堀川

6

20展009 音声訳の会

（テーマ）視覚障害者への声の情報提供

7

20展010

8

20展025 山口ホタルの会

9

20展026 特定非営利活動法人 わいわいわい （テーマ）未来ある子ども達と一緒に、緑いっぱい事業

10

20展027 さをり織りグループ かざ車

（テーマ）さおり織りを通じての障害者交流と機能訓練・自立支援

11

20展028 食の未来を考える市民会議

（テーマ）食育推進事業−「家族で学ぶ食事バランスガイド」

12

20展032 庄内用水を環境用水にする会

（テーマ）農業用水の環境用水化と防災用水化
（事業名）庄内用水の環境用水化

13

20展036

14

20展041 守山リス研究会

（テーマ）リスムササビ保全のための活動

15

20展048 尾北国際交流クラブ・タイ支援の会

（テーマ）タイの貧村の学校に図書館を建設し、寄贈する。

16

20展050 あかばね塾

アカウミガメの保護を中心とした赤羽根海岸の保全

17

20展054 防災ボラネット守山

（テーマ）防災啓発の充実と家具固定の推進

18

20展055 岡崎アレルギーの会

（テーマ）三河地区アレルギーっ子ママネットワークの構築

19

20展067 あいち観光ボランティアガイドの会

観光ボランティアガイドの集中受付窓口の開設と障害者に対する安定的
なガイド体制の確立

20

20展069

21

20展073 特定非営利活動法人 オアシス

（テーマ）大洪水被罹災者に救援物資・医薬品供与（ガーナ国、ナブロンゴ
地域）

22

20展074 環境ボランティアサークル亀の子隊

（テーマ）西の浜はゴミ箱じゃない！〜西の浜クリーンアップ活動
（事業名）きれいな海を守る心を広げよう〜海の環境を学ぶ会

23

20展080 定光寺ほたるの里の会

（テーマ）里開放の安全確保と充実

24

20展082 日進里山リーダー会

（テーマ）日進市総合運動公園の「四季の森」保全・育成活動

25

20展088 ＮＰＯ エコバンクあいち

（テーマ）第３回全国こども地球環境シンポジウム

モリコロの川（矢田川）を守るプロジェ （テーマ）きれいな水を森から海へ
クト
（事業名）広域での矢田川の環境改善活動

特定非営利活動法人 朝倉川育水
フォーラム

（テーマ）ホタルの保護活動を通じて自然と触れ合う

（テーマ）ホタルのとびかう人里づくり

特定非営利活動法人 愛知環境カウ （テーマ）脱温暖化のための中小企業向けＥＭＳ構築支援・省エネ効果測
ンセラー協会
定活動
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26

20展090 特定非営利活動法人 菜の花

27

20展091

大府市地域婦人団体連絡協議会菜 （テーマ）明るい街づくり
の花クラブ
（事業名）菜の花栽培し搾油。廃油から石けんつくり。

28

20展092

特定非営利活動法人 ボラみみより
情報局

29

特定非営利活動法人 まちかどサ
20展095
ポートセンター

（テーマ）長期入院から地域活動へ！
（事業名）障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業｢共同生活援
助（グループホーム)及び共同生活介護（ケアホーム)の運営を機軸とした
福祉のまちづくり」

30

20展096 東海市 加南子どもを守る応援隊

（テーマ）下校時の小学生の安全安心を確保する

31

20展097 知立市国際交流協会

（テーマ）難民支援 チャリティーコンサート

32

20展098 特定非営利活動法人 まほろば

（テーマ）「マイカーＣＯ２排出権クラブ」

33

20展100 ＥＸＰＯ Ｃａｆｅ 発展協議会

（テーマ）［ＥＸＰＯ Ｃａｆｅの本 Ｖｏｌ．３」発行事業

34

20展101

35

20展105 CSN豊橋

（テーマ）ひまわり教室

36

20展109 セキュリティーポリス愛知

（テーマ）地域安全活動

37

20展110

特定非営利活動法人 とみやま交流
（テーマ）長期山村留学事業
センター

38

20展112

特定非営利活動法人 地球友の会中 （テーマ）ＵＮＥＰ広報活動
部委員会
（事業名）「ＵＮＥＰ世界環境写真展ｉｎ Ａｉｒｐｏｒｔ」

39

20展113 くれよんBOX

（テーマ）なごや映画館バリアフリーマップ事業

40

20展116 国際交流マインド

（テーマ）市民レベルの国際交流と子供たちの健全な育成活動

41

20展124

42

20展125 愛知善意ガイドネットワーク

43

20展129

特定非営利活動法人 はっくるべりー
（テーマ）食農教育プログラム「食の冒険・命の旅」
じゃむ

44

20展135

特定非営利活動法人 地域福祉サ
ポートちた

45

20展136

特定非営利活動法人 愛知万博記念 （テーマ）次世代人材育成
災害救急医療会
（事業名）救命救急先進地シアトル市派遣研修

46

20展137

特定非営利活動法人 愛知万博記念 （テーマ）伝える笑顔、つながる命
災害救急医療会
（事業名）大切な人の命をつなぐＡＥＤ講習

47

20展140 夢育プロジェクト

48

20展142

特定非営利活動法人 夢空間松代の
（テーマ）松代の歴史遺産の活用と「まちの縁側」普及推進
まちと心を育てる会

49

20展146

特定非営利活動法人 チャイルドライ （テーマ）子どもの笑顔を未来につなげるために
ンあいち
（事業名）チャイルドライン受け手ボランティア養成講座

特定非営利活動法人 愛・地球子ど
もクラブ

（テーマ）生活見守りたい育成事業

（テーマ）ボランティア求人情報誌発行事業

（テーマ）「世界の子供たちが幸せになるために」
（事業名）地球子ども会議２００８

特定非営利活動法人 武豊文化創造 （テーマ）「エネルギーに依存しない豊かさ」をテーマにした環境配慮の創
協会
作活動を通じた、日本と南太平洋諸国の若い世代における国際交流活動
（テーマ）ボランティア通訳・ガイド活動を通じて推進する国際交流

（テーマ）公共施設の市民運営を担う人材育成事業

（テーマ）多文化共生社会における青少年の健全育成
（事業名）夢育日本語講座
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50

20展149 あいちCAP

（テーマ）子育て支援者のスキルアップ

51

20展153 名古屋芸術の杜をみんなでつくる会 （テーマ）名古屋芸術の杜アートイベント事業

52

20展155 特定非営利活動法人 ＰＩＣＯ

（テーマ）パソコン操作遠隔支援の仕組みを活用したＩＴボランティアの輪作
り

53

20展156 日進野菜塾

（テーマ）都市住民向け「農と自然体験プログラム」開発と「レッツ農！
フォーラム」

54

20展159

特定非営利活動法人 地域の未来・ （テーマ）中学生・高校生のための環境学習講座｢２０５０年担い手塾」開
志援センター
催事業

55

20展160

特定非営利活動法人 地域の未来・
（テーマ）中間支援ＮＰＯ人材育成システム開発プロジェクト事業
志援センター

56

20展161

JAあいち尾東 豊明たすけあい け
やきの会

57

20展164 堀川環境浄化委員会

58

20展167

特定非営利活動法人 志民連いちの
（テーマ）志民学校いちのみや
みや

59

20展168

特定非営利活動法人 志民連いちの
（テーマ）アートドッグズ１３８
みや

60

20展169 ニカラグアの会

61

20展171

特定非営利活動法人 あいち福祉
ネット

（テーマ）認知症高齢者の暮らしを支える「地域の見守り力」向上のための
協働モデル開発事業

62

20展172

特定非営利活動法人 移動ネットあ
いち

（テーマ）運転ボランティアへの安全運転教育実施体制整備事業

63

20展175 がん心のケアの会

64

20展178

65

20展179 特定非営利活動法人 こどもＮＰＯ

66

20展181 社団法人 奥三河ビジョンフォーラム （テーマ）「豊川森の探偵事務所」事業

67

20展182 特定非営利活動法人 なでしこの会

68

20展183

（テーマ）食でつながるまちづくり
（テーマ）堀川のヘドロ及びＢＯＤを除去して清流に戻す。

（テーマ）太陽光発電を通じたニカラグアの学校および地域コミュニティの
自立支援

（テーマ）がん患者さん・御家族･ケア担当者のための無料電話相談「がん
心のケアほっとライン」

特定非営利活動法人 スマイルハウ
（テーマ）障害者の就労に向けた生活自立支援事業
ス
（テーマ）親子でつくるロハス的スタイリッシュなくらし
〜エコナチュラリストになろう

ひきこもり家族の支援と当事者の社会参加を目指す

ＫＳＩ子ども塾「こうなん外国籍児童生 （テーマ）みんなでつくろう多文化アフタースクール
徒アフタースクール」
（事業名）ＫＳＩ 子ども塾
合

計
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