公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金
平成25年度（展開期）公開審査会対象先
団体名

【申請順】

事業名

1 山崎川グリーンマップ

山崎川の在来種保護と川ガキ育成事業

2 ＮＰＯ 江南フラワーズ 環境学習グループ

子供向け環境教育の普及活動（エコ人材の発掘・育成）

3 特定非営利活動法人 ぴあサポートわかば会

“キャンサー・ピア・サポートネットワーク”づくりプロジェクト

4 特定非営利活動法人 犬山市民活動支援センターの会

犬山子ども自然冒険探検隊

5 特定非営利活動法人 こどもたちのアジア連合

外国籍の子どもたちの命を守る災害対策プロジェクト

6 のわみ相談所

生活保護に頼らないホームレス自立支援事業

7 特定非営利活動法人 おかざきの自然環境を考える会

放置竹林（竹やぶ）の竹を有用な資源として活用することにより竹山、里山の自然
環境保全に関する事業を行い、高齢者等に対して、高齢者の生きがい、健康維
持に資するとともに健康維持の一環として寄与するとともに、豊に生活することの
できる社会づくりのため地域社会と連携を深めることを目的とし、子どもたちに対
しては、「主体性」を尊ぶ体験活動を企画、運営し「生きる力」を育み、自然環境の
大切さを学ぶことにより子供の健全育成を図ることを目的とする

8 ＮＰＯ法人 トンボと水辺環境研究所

五条川再生計画

9 かにえ子ども日本語の会

・小・中学校における外国籍および外国にルーツをもつ児童、生徒に対する日本
語学習支援教科指導受験指導
・外国人保護者の生活相談

10 愛知守山自然の会

小幡緑地・市民参加でせせらぎトンボ池の観察路をつくろう

11 特定非営利活動法人 希望・あすなろ

高齢者支援・健康楽習

12 生存と助け合いネットワーク

生活や就労困難な方々（とくに言語的なハンディのある方々を重視した）社会へ
の復帰のためのパーソナル支援活動

13 特定非営利活動法人 外国人医療センター

愛知県のブラジル人学校の児童/生徒への健康診断事業

14

特定非営利活動法人 緑の挑戦者（グリーン・チャレン
ジャー）

水源林を育成する獣害・防除協力事業

15 ノーマライゼーション実行委員会

みんなの運動会

16 特定非営利活動法人 ＬＥＴ’Ｓ食の絆

食と健康の視点による持続可能な暮らしを実現する人づくり
～食事バランスを体験し栄養食事相談で健康で元気に生きる～

17 ＮＰＯ法人 ふれあいサポート

ブランチ型ケア付き避難所のモデル事業

18 なごや精神障がい者バレーボールを広める会

名古屋市内におけるバレーボール等を通じての精神障がい当事者の仲間同士の
支えあいの拡大及び地域との交流推進事業

19 あいち観光ボランティアガイドの会

英語圏向けＷｅｂ情報発信・自動翻訳精度向上とガイド団体の広域連携推進とガ
イド増員に向けたガイド研修の実施
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20 ＮＰＯエコバンクあいち

第3回ユースエコクラブシンポジウム

21 穂の国の森から始まる家づくりの会

「教室の空気はビタミン材運動」
「循環する教室の空気はビタミン材運動」

22 特定非営利活動法人 としょかん再発見

学校と公共図書館をつなぐコーディネート業務の開発

23 生ゴミ資源化協力隊

生ごみ堆肥化事業

24 ＫＳＩ 多文化共生 国際ルーム

ＫＳＩ 多文化共生 国際ルームを活用した寺小屋活動

25 明治用水土地改良区

「水」「農」「食」「環境」を通じての社会教育事業・環境保全啓発事業

26 特定非営利活動法人 名古屋ＮＧＯセンター

25年間の実績とネットワークを
「未来のＮＧＯ/ＮＰＯスタッフ」の育成につなげるプロジェクト

27 特定非営利活動法人 レスキューストックヤード

防災・減災カレッジ

28 特定非営利活動法人 プラスまちづくり

～いろんな人が集える場所に～ 『まちびとひろば構想』

29 特定非営利活動法人 マルベリークラブ中部

持続可能な農的くらしの構築
－地域・他団体の連携による地産地消の活動の推進－

30 特定非営利活動法人 シェイクハンズ

多文化子育てサポート「外国籍の子どもと親のプレスクールと子育て応援プログ
ラム」

31 音楽サークル ドラむす

ドラむす10周年コンサート

32 名古屋労災職業病研究会

外国人労災被災者支援、労災予防プログラム

33 特定非営利活動法人 アフリカ支援 アサンテ ナゴヤ

無料医療実施事業 （ＧＥＭ ＥＡＳＴ村）

34 特定非営利活動法人 あいち福祉ネット

認知症高齢者を支える地域づくりは子どもから
福祉ＮＰＯが取り組む・教材づくりとリソース化

35 日本聖公会中部教区・名古屋学生青年センター

日本唯一のフィリピン人学校「国際子ども学校」による就学前幼児教育事業

36 特定非営利活動法人 子ども健康フォーラム

ホスピタル・フォレスト推進プロジェクト
「入院している子どもをアチェメックの森に誘いたい」

37 特定非営利活動法人 Ｓｍｉｌｅｙ Ｄｒｅａｍ

子育てネットワーカー知多ブロック再建事業

38 特定非営利活動法人 RASA－ＪＡＰＡＮ

欠食児童の栄養障害改善事業

39 特定非営利活動法人 ＰＲＯＵＤ ＬＩＦＥ

セクシュアル・マイノリティ総合相談電話「レインボーホットライン事業」

40 名古屋大学環境政策論講座竹内研究室

「環境問題に関する日中大学生友好交流会」

41 特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

ホームレスの野宿生活脱却後の地域生活支援

42 地域環境活性化協議会

次世代を担う子供達のらくがきアートで食と環境活動のまちづくり
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43 特定非営利活動法人 知多地域成年後見センター

成年後見センター職員向け研修プログラム策定事業

44 組手什おかげまわし東海

東日本大震災復興支援活動を踏まえた組手什の生産・流通による地域展開ビジ
ネスモデルの創出

45 ＮＰＯ炎舞「美術を楽しもう」

パブリックアートマップ

46 東北応援団 東三河

おいでん！福島っ子!～2013 夏～

47 虹のとびら

表浜 ＢＬＵＥ ＷＡＬＫ 2013

48 中部リサイクル運動市民の会

「チャリティーマーケット（仮称）」の開催を通じた、非営利団体のファンドレイジング
力向上プロジェクト

49 一般社団法人 草の根ささえあいプロジェクト

社会的包摂『困り事お助け隊』事業
～猫の手バンク～

50 ＮＡＮＡＣ

大学生が担う0歳児からの農育プロジェクト

51 認定ＮＰＯ法人 アジア日本相互交流センター・Ｉ ＣＡＮ

2016年のミンダナオ和平合意に向けた「平和のキルト」運動

52 特定非営利活動法人 にっしん市民環境ネット

発見！ふるさと日進 にしかね子どもサマースクール

53 一般社団法人 ときの羽根

上海・崇明島における日中共同「自然がっこう」プロジェクト
－環境教育の人材育成を通した生態系保全と開発の両立を図るモデルづくり－
「第２回自然がっこう（環境保全型農業）」の実施に向けて

54

特定非営利活動法人 ビフレンダーズあいち自殺防止セ 電話相談員の養成研修（第４期生）及び１期、２期、３期生の継続研修
ンター
自殺防止の啓発活動

55

豊橋技術科学大学建築サークルＴＹＡＣＣ
（協働先：花園商店街振興組合）

ＣｏＬｅａｒｎｉｎｇ Ｓｐａｃｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ ～みんなのまちの居場所～

56 ＮＰＯ法人 食空間コーディネート協会 中部支部

卓育キャラバン

57 ホースセラピー実行委員会

ホースセラピー体験会とボランティア講習会

58 特定非営利活動法人 アスクネット

高校生の公募型インターンシップ事業
（実施名：マイチャレンジインターンシップ2013）

59 かけこみ女性センターあいち

ＤＶ被害女性のための自立支援事業

60 コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ

コミュニティから考える地域つなぎ人養成事業
～出会う、つながる、はじめる～

61 特定非営利活動法人 こどもサポートクラブ東海

「学習支援員養成講座」で特別支援の輪を広げよう

62 一般社団法人 中川運河キャナルアート

中川運河キャナルアート Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｎｏ.3

合

計

６ ２ 件

3

