特定非営利活動法人

名古屋NGOセンターは、貧困・紛争・環境破壊などの

「できること」から始めてみませんか

地球規模の課題を解決するために、市民が主体となり

名古屋NGOセンター

取り組む活動を支援しています。支援をとおして、人権、
平和、環境が守られる社会の創造を目指しています。

活 動の 7 つの柱
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ネットワーキング

知ることから、
すべてが始まります。
名古屋NGOセンターの加盟
NGOは、随時、
イベントやセミ
ナーを開催しています。

り立っています。継続的なサ
ポートをお願いします。
みんなが初めは

コンサルティング
情報収集、発信

地域のNGOの生きた情報を集めて人々に伝えています。

ボランティアです。
名古屋NGOセンターは、みな
さんのボランティアデビューを
応援します。

国際理解・開発教育

地球規模の課題と私たちの暮らしとの関係を学び、
行動に起こすきっかけを作っています。

名古屋NGOセンターを支えてください
■維持会員 名古屋NGOセンターの趣旨に賛同し、活動を支えていただ
（議決権はありません。）
（賛助会員） ける方の会員制度です。
学生会員 : 一口 3,000円(年間)
個人会員 : 一口 10,000円／5,000円（年間）
団体会員(自治体・企業・労組など) : 一口 30,000円(年間)

■寄

地域のNGOをサポートする名古屋NGOセンターの活動を
支えてください。

付

■維持会員/寄付のお申し込み方法
会費・寄付を希望の方は郵便振込みにてお振り込みください。
口座番号:00860‐5‐90855
加入者:特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター

地域に眠る潜在的な力に働きかけ、NGO活動を
生み出し、育んでいます。

※郵便局備え付けの振込用紙の通信欄に
「会員希望」
または「寄付」
と
ご記入ください。
※お振込み確認後、
こちらから領収書などを送付いたします。

名古屋NGOセンターニュース

TOP画面右側「メルマガ登録・解除」からご登録ください。
「まぐまぐ！」のシステムを利用しています。

桜通

久屋大通駅

特定非営利活動法人

テレビ塔

名古屋NGOセンター主催・後援事業、加盟団体の
情報をメールで配信しています。

www.nangoc.org

になりたい人のための
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人材・活動育成
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て、スタッフを目指すみなさ

地域や世界の動きをモニターし、発掘した情報を整理、
分析してＮＧＯ活動に役立てる活動を行います。

政治や行政の場に、弱い立場におかれている人々を始
め一般の人々、NGOの声を届け、あらゆる人々の声が
政策決定に活かされるよう政策提言活動を行います。
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コミュニティカレッジ」
を通し

調査・研究

政策提言

NGO活動は、
みなさんのご支援により成

NGOと人々、NGOと他セクター、NGOとNGOを
つないでいます。

NGOに関する相談、質問への対応を行っています。
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特定非営利活動法人

名古屋NGOセンター

広小路通

名古屋NGOセンター

〒460-0004
名古屋市中区新栄町2丁目3番地
YWCAビル7F
TEL＆FAX：052-228-8109
URL：http://www.nangoc.org
E-Mail（代表）
：info@nangoc.org
※開所時間:13時〜17時 / 日・月・祝日休み

www.nangoc.org

名古屋NGOセンター 加盟NGOリスト（47団体）（2018年12月現在）

17.（公社）アムネスティ・インターナショナル日本 わや グループ

②全世界
〒458-0015 名古屋市緑区篠の風2-189 ライオンズマンション篠の風102 久富方
Tel&Fax：052-878-2877 E-mail：shigeo@mx4.mesh.ne.jp http://www.amnesty.or.jp/

18.あるすの会

2.オヴァ・ママの会

①人権（相談） ②日本（滞日外国人）
〒454-0911 名古屋市中川区高畑5-61 コーポ裕七101
Tel：080-4530-0024

3.オリーブジャパン国際開発協力協会

19.フィリピン人移住者センター(ＦＭＣ)

②主にエルサルバドル（メキシコ、
ホンジュラス、ベネズエラ）
〒465-0025 名古屋市名東区上社2-94 北ハイツ104 Tel&Fax：052-771-8829
E-mail：olivejapan80@hotmail.com http://olivejapan.sakura.ne.jp

平 和

4.（特活）キャンヘルプ・タイランド

②タイ王国、
カンボジア王国
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-11-43 日商ビル2階 NPOステーション内
Tel&Fax：052-566-5131 E-mail：oﬃce@canhelp.jp http://www.canhelp.npo-jp.net/

①在日外国人支援 ②国内（主に東海地方）
〒460-0008 名古屋市中区栄４-１５-１４ 栄ハイホーム616
Tel&Fax：052-242-8360

20.（公財）名古屋YWCA

①女性、国際、福祉。英語･語学、日本語学校･日本語教師養成 ②愛知県及び周辺
〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-3 Tel：052-961-7707 Fax：052-961-7719
E-mail：yyy@nagoya‐ywca.or.jp http://www.nagoya-ywca.or.jp
①人権 ②日本
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-44-17 嶋田ビル203 Tel：050-3593-5130
E-mail：husen@jca.apc.org http://www.jca.apc.org/˜husen/index.htm

6.バングラデシュの人々を支える会

22.（認定特活）平和のための戦争メモリアルセンター設立準備会（戦争と平和の資料館ピースあいち）

②愛知県中心に東海4県の地域
〒465−0091 名古屋市名東区よもぎ台2-820 Tel&Fax：052-602-4222
E-mail：peace-nw@sirius.ocn.ne.jp http://www.peace-aichi.com/

①女性の自立支援、教育 ②バングラデシュ マダリープール県 シブチョール村
〒488-0043 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町2-103 Tel＆Fax：0561-54-5869
E-mail：vabw5869@wh.commufa.jp http://www.geocities.jp/vabw̲for̲bangladesh/

②ブルキナファソ、日本
〒450-0001 名古屋市中村区那古1-44-17 嶋田ビル302
E-mail: info@ojvs.or.jp http://ojvs.or.jp

Tel:050-5809-8120

24.日本バングラデシュ友好協力会（J.B.C.S.）

①医療ボランティア ②バングラデシュ
（ダッカ周辺）
〒466-0844 名古屋市昭和区荒田町1-27-2 松井方 Tel&Fax：052-852-3906
E-mail：info̲jbcs@yahoo.co.jp http://www.jbcs-aichi.com/

環 境

26.（認定特活）インド福祉村協会

10.（特活）イカオ・アコ

②インド
〒441-8124 愛知県豊橋市野依町字山中19-14 医療法人さわらび会 福祉村病院内
Tel：0532-46-7511 Fax：0532-46-4899 E-mail:info@iwvs.jp http://iwvs.jp/

①フェアトレード、
コミュニティ開発 ②フィリピン
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-44-17 嶋田ビル302 Tel：050-5579-7651
E-mail：mha01557@nifty.com http://ikawako.com/ http://ikaw-ako.webnode.com/

12.（特活）沙漠緑化ナゴヤ

②中国
〒496-0005 津島市神守町持竿58-1 太洋基礎工業(株)神守研究開発センター内
Tel：0567-25-1373 Fax：0567-25-1580 http://sabakuryokka.web.fc2.com/

コミュニティ開 発

11.国際相互理解を考える会

①国際理解教育、
フェアトレード ②ネパール及び開発途上国全般、日本国内
〒274-0825 千葉県船橋市前原西 6-1-7-401 Tel＆Fax：047-489-5299
E-mail：manakamana@f.email.ne.jp http://fairtrademanakamana.web.fc2.com/

13.（特活）地域国際活動研究センター（CDIC）

27.（認定特活）アイキャン

①教育（児童）、保健医療 ②フィリピン、
イエメン、
ジブチ
〒460-0011 名古屋市中区大須3丁目5番4号 矢場町パークビル9階
Tel&Fax：052-253-7299 E-mail：info@ican.or.jp http://www.ican.or.jp

28.ハンガーゼロ（（一財）日本国際飢餓対策機構）

②ボリビア
〒515-3421 三重県津市美杉町八知1383
E-mai：:info@difar.jp http://difar.jp/

Tel＆Fax：059-212-0154

農村開発

16.（特活）DIFAR

Fax: 052-308-4438

36.（特活）ボラみみより情報局

②日本国内 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-3 YWCAビル6階
Tel:052-228-7824 Fax:052-228-7834
E-mail：oﬃce@boramimi.com http://www.boramimi.com/

37.Cocoagora ココアゴラ

①旅、国際交流 ②世界中（名古屋〜アフリカ）
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-18-11 新明ビル3F ランダムネス内
Tel＆Fax：052-563-5046 E-mail：cocoagora@gmail.com http://www.cocoagora.com/

38.（特活）多文化共生リソースセンター東海

①まちづくり ②日本
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通5-6-1 地域資源長屋なかむら内
Tel：070-4114-6268 Fax：050-3488-1414

40.（認定特活）アジア車いす交流センター（WAFCA）

①障がい者、教育、国際交流 ②日本及びアジア
（現活動国：日本、
タイ、中国、
インドネシア）
〒448-0834 愛知県刈谷市司町1-2 ふれあいプラザゆうきそう内 Tel：0566-23-5822
Fax：0566-23-5827 E-mail：ZC8WAFCA@denso.co.jp http://www.wafca.jp/

41.（公財）オイスカ中部日本研修センター

①人材育成、農業技術研修、農村開発 ②アジア・太平洋
〒470-0328 愛知県豊田市勘八町勘八27-56 Tel：0565-42-1101
E-mail：chubu@oisca.org http://oisca-chubu.org/

http://www.hope.or.jp

①環境、農村開発 ②海外（ネパール、
セネガル、
イラン等）、日本
〒662-0856 兵庫県西宮市城ケ堀町2-22 早川総合ビル3階 Tel&Fax：0798-31-7940
E-mail:info@muranomirai.org http://muranomirai.org/

31.（特活）ACF JAPAN

①環境、マイクロクレジット ②ネパール、日本
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-44-1 嶋田ビル302号
Tel：090-6083-0265 Fax：0574-64-2214

32.ハート・フォー・ザ・ワールド・ジャパン

①食糧支援 ②フィリピン、
メキシコ、ザンビア
〒509-6125 岐阜県瑞浪市上野町3-3 アガペチャーチ瑞浪内 Tel：0572-68-4332 Fax：0572-68-8715
E-mail：heart4theworldjapan@gmail.com http://www.hftwj.com/Heart̲for̲the̲World̲Japan/Welcome.html

Fax：0565-42-1103

42.GAIA（がいあ）の会（主活動＝名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会）

①フェアトレード、
（環境、人権）、国際理解教育 ②世界各地（途上国）
〒461-0015 名古屋市東区東片端町49 正文館書店本店2階
Tel:052-932-7373 E-mail:huzu@huzu.jp http://huzu.jp/

43.タランガ フレンドシップ グループ

①環境問題を中心とした国際協力 ②スリランカ、日本
〒466-0812 名古屋市昭和区八事富士見801 LM八事ガーデン弐番館602 Tel＆Fax：052-893-9026
E-mail：tfglankajapan@yahoo.co.jp, ju-ki@sweet.ocn.ne.jp http://tarangafg.info/

44.（認定特活）
レスキューストックヤード

45.（特活）泉京・垂井（せんと・たるい）

30.（認定特活）ムラのミライ

なんゆう

35.（認定特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク・東海事務局

②世界中
〒496-0806 愛知県津島市池麩町2 宝泉寺 Tel: 0567-26-4438
E-mail：haru22ban@y8.dion.ne.jp http://ngo-ayus.jp/

29.（認定特活）ホープ・インターナショナル開発機構

14.（特活）チェルノブイリ救援・中部

①国際理解 ②ベトナム、名古屋、東京
〒460-0008 名古屋市中区栄３丁目18-1 ナディアパークデザインセンタービル６階 名古屋市市民活動推進センター内
Tel&Fax：0561-89-2201(南山大学総合政策学部･藤本研究室) E-mail：info@namdu.jp http://www.namdu.jp/

②日本 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-3 YWCAビル7階
Tel：070-5333-5566 Fax：052-766-6440
E-mail：nied@love-hug.net http://nied.love-hug.net/

①防災、被災地支援 ②日本
〒461-0001 名古屋市東区泉1-13-34名建協2階 Tel：052-253-7550
E-mail：info@rsy-nagoya.com http://www.rsy-nagoya.com/

①国際理解、マイクロクレジット ②アジア・アフリカの貧困地域
〒460-0008 名古屋市中区栄1-16-2 神谷ビル2階
Tel：052-204-0530 Fax：052-204-0531 E-mail：info@hope.or.jp

15.南遊の会

34.（特活）NIED・国際理解教育センター

①教育、緊急援助、人財育成 ②アジア・アフリカ
（7ヵ国）の貧困地域、特に農村
〒460-0012 名古屋市中区千代田2-19-16 千代田ビル３階
Tel：052-265-7101 Fax：052-265-7132 E-mail：aichi@jifh.org http://www.jifh.org/

①植林・農業、国際理解教育 ②東ティモール、ネパール、日本
〒461-0022 名古屋市東区東大曽根40-6
Tel&Fax：052-935-7126 E-mail：sugimoto@aift.jp http://cdic.aift.jp/
①保健医療、復興支援 ②ウクライナ国ジトーミル州、福島県南相馬市
〒460-0012 名古屋市中区千代田5-１１-３３ ST PLAZA TSURUMAI 本館 ５階B号室 Tel＆Fax 052-228-6813
E-mail：chqchubu@muc.biglobe.ne.jp http://www.chernobyl-chubu-jp.org

②日本 〒488-0801 愛知県尾張旭市東大道町原田68 愛知聖ルカセンター
Tel：0561-53-8937 Fax：0561-52-7657
E-mail：alc.chubu@nskk.org http://www.nskk.org/chubu/alc/alt.htm

39.外国人ヘルプライン東海

①農業支援 ②アフガニスタン
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-44-17 嶋田ビル203 Tel＆Fax：052-902-3446（五井）
E-mail：peshawarn@yahoo.co.jp http://www.peshawar-pms.com/

http://magoso.jp

33.なごや自由学校

①人権 ②日本
〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-3 YWCAビル7階
Tel：090-3968-5971 E-mail：fhelpline.info@gmail.com

Fax：0561-73-1990

25.ペシャワール会名古屋

9.マゴソスクールを支える会

①職業訓練、食料援助、貧困対策 ②ケニア
〒511-0044 三重県桑名市大字萱町54-1
Tel：080-6945-5637 E-mail：info@magoso.jp

23.(公財)アジア保健研修所（AHI）

①コミュニティ開発、平和、人材育成 ②アジア全域
〒470-0111 愛知県日進市米野木町南山987-30 Tel：0561-73-1950
E-mail：info@ahi-japan.jp http://www.ahi-japan.jp/

上 記 以 外の分 野

8.（特活）ル・スリール・ジャポン

保 健・医 療

7.バングラデシュ保育園の会（B.N.S.A）

②バングラデシュ
〒466-0004 名古屋市昭和区広瀬町2-6-7 Tel＆Fax：052-741-5149
E-mail：itou@rokusou.jp http://blog.goo.ne.jp/bnsa

多文化共生

21.不戦へのネットワーク

5.ニカラグアの会

①国際理解、環境 ②ニカラグアおよび周辺国
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-44-17 嶋田ビル302 Tel&Fax：052-581-3772
E-mail：nicaragu@aichinet.ne.jp http://www.aichinet.ne.jp/˜nicaragu/

ＮＰＯ・ＮＧＯ 支 援

①自立支援、人権 ②スリランカ
〒470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥4-4-5-201-101 赤羽方
Tel&Fax：0561-39-2608 E-mail：huna64@qg8.so-net.ne.jp

国際理解教育

人 権

教 育

1.NGO・世界の子どもたちを貧困から守る会

①貧困対策 ②国内外問わず
〒443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町浜家24 Tel：090-4184-5389
E-mail：ngo.hinkonkaramamoru@gmail.com http://www.geocities.jp/ngo̲savechildren/

（特活）
＝特定非営利活動法人、
（認定特活）
＝認定特定非営利活動法人、(公社）
＝公益社団法人、
（一財）
＝一般財団法人、
（公財）
＝公益財団法人
①……カテゴリ分類以外の活動 ②……対象地域

Fax：052-253-7552

①環境、多文化共生、人材育成、地域づくり全般 ②日本
〒503-2124 岐阜県不破郡垂井町宮代1794-1 Tel：0584-23-3010 Fax：0584-84-8767
E-mail：info@sento-tarui.org http://sento-tarui-blog.cocolog-nifty.com/blog/

46.（認定特活）まちづくりスポット

②飛騨地域、日本
〒506-0025 岐阜県高山市天満町1-5-8（フレスポ飛騨高山内）
Tel:0577-62-8550 Fax：0577-62-8580 E-mail:info@machispo.org

47.ビニンブラザーホッド トーカイジャパン

①保健、教育、就業支援 ②日本、ナイジェリア
〒474-0071 愛知県大府市梶田町3-143-2 県営梶田住宅2-103 Tel:080-9494-0729
E-Mail:beninbrotherhoodjp@gmail.com http://www.machispo.org/

