
 

 

 
 

国際協力カレッジ 2022 2022 年 12 月 10 日（土） 

【2 時間目】 14:40～16:10（90 分）  

活動紹介  

多様な NGO の取り組みから SDGｓを考えよう 

～今日からスタート!国際協力はじめの一歩～ 

 

 出展団体情報 

 

 

 目標 1 貧困をなくそう 

特定非営利活動法人 アイキャン 

 目標 4 質の高い教育をみんなに 

特定非営利活動法人 キャンヘルプタイランド 

特定非営利活動法人 ル・スリール・ジャポン 

 目標 6 安全な水とトイレを世界中に 

特定非営利活動法人 ホープ・インターナショナル開発
機構 

 目標 13 気候変動に具体的な対策を 

特定非営利活動法人 イカオ・アコ 

 目標 16 平和と公正をすべての人に 

特定非営利活動法人 セイブ・イラクチルドレン・名古屋 

 目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

特定非営利活動法人 名古屋 NGO センター 



 

 

特定非営利活動法人（認定 NPO 法人） 

アイキャン 
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-31-30 パルナス栄 504 

TEL/FAX  052-253-7299（火～土 11:00～17:00） 

 MAIL  info@ican.or.jp 

 WEB  https://ican.or.jp/  facebook  https://www.facebook.com/ICAN.OR.JP/   twitter  https://twitter.com/ican_ngo 

 Instagram  https://www.instagram.com/ican_ngo/?hl=ja  YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCHJG6NRb_8ESVzyPclhIaqA/ 

■理念 

「アイキャンな人（できることを実践する人）」を増やすことで、世界中の子どもたちが享受できる平和な社会をつくります。 

■活動内容 フィリピン・日本国内 

・フィリピンでの子どもの保護活動（児童養護施設の運営、職業訓練、給食活動など） 

・フィリピンの女性が作成したフェアトレード商品の販売 

・日本国内での国際理解教育   etc 

■こんな人、うちに来て!～ボランティア・インターン募集内容～  

・国際協力に興味のある方 

・フィリピンに興味のある方 

・なにか自分に「できること」を探している方 

■ボランティア・インターン活動日 

インターン:6 か月以上、週 2 日（16 時間）以上  ボランティア:随時募集。活動時間や活動日はボランティアさんの希望日時

で可能 

 

 

特定非営利活動法人 

キャンヘルプタイランド 

〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1 丁目 44 番地 17 嶋田ビル 203 号 

 TEL  050-3578-5131 

 MAIL  office@canhelp.jp 

 WEB  http://canhelp.jp 

■理念 

東南アジアの貧しい子どもたちに笑顔を・・・ 

■活動内容 名古屋・タイ・カンボジア 

・奨学金支援 

・建設支援（タイとカンボジアの小学校で教室や図書館、トイレなどを建設） 

・図書支援 

・タイ山岳少数民族支援 

■こんな人、うちに来て!～ボランティア・インターン募集内容～ 

・ボランティア運営スタッフ（会計、会報編集、広報渉外、プロジェクトリーダー等） 

・スタディツアー参加者（タイやカンボジアで行うスタディツアーに参加） 

■ボランティア・インターン活動日 

運営会議は概ね月 1 回（土曜日か日曜日） 

 

 

 

 

運営を手伝ってくれるボランティア大募集。 

自分の力でプロジェクトを立ち上げて 

みませんか? 

活動地 

活動地 

全くの未経験でも、国際協力に興味のある

方、平和な社会のために自分ができることを実

践したい方、どなたでも大歓迎です! 

まずは気軽に話だけでも聞いてみてください! 



 

 

 

特定非営利活動法人（特例認定 NPO） 

ル・スリール・ジャポン 
〒450-0001 愛知県 名古屋市中村区那古野 1－44－17 嶋田ビル 302 号 

 TEL  050-5809-8120     MAIL  info@ojvs.or.jp 

 WEB  http://ojvs.or.jp  facebook  https://www.facebook.com/le.sourire.japon.ojvs 

 twitter  https://twitter.com/ojvs_or_jp 

■理念 

学びたいという想いを抱えた人々のための学びの場の環境向上、構築に対して、地域の主体性を尊重し、地域と連携し取組み、それに関

わる全ての人々の笑顔に寄与することを目的としています。 

■活動内容 愛知県、西アフリカ仏語国（2021 年よりベナン共和国） 

① 学びの場の環境向上に関わる教材、備品など調達支援事業 ②学びの場における教授方法の質向上事業 ③ 学びの場の環境

向上、構築に関わる施設の修繕、建設事業 ④ 識字、基礎的計算能力などを高めるためのノンフォーマル教育事業 ⑤ 学びの場の

環境及び周辺地域における保健衛生事業 ⑥ 日本文化交流事業 

■こんな人、うちに来て!～ボランティア・インターン募集内容～ 

・西アフリカに興味のある方、特に西アフリカのフランス語を公用語とする国々に関心、興味のある方  ・SNS や広報に興味がある方 

・弊団体の地域活動での理念に共感していただける方 ・NGO の活動規模の拡大期に関わってみたい方 

■ボランティア・インターン活動日 

・毎月最終日曜日（街頭募金ボランティア:現在はコロナ禍のため活動を停止しています） ・イベント実施日 

・ベナンでの事業開始後にインターンの募集を検討中（2023 年 4 月以降） ・希望があれば応相談 

 

 

 

  特定非営利活動法人（認定 NPO 法人） 

ホープ・インターナショナル開発機構 
 

〒460-0008 名古屋市中区栄 1-16-2 神谷ビル 2 階 

 T E L  052-204-0530  FAX  052-204-0531 

 MAIL  info@hope.or.jp   WEB  https://hope.or.jp/   facebook  https://www.facebook.com/HOPEInternationalJapan/ 

Instagram  https://www.instagram.com/hopejapan/?hl=ja 

■理念 

「支援の届いていない人々の自立への道筋を支援する事」をミッションとして現地の人が自分たちで貧困から自立するための支援を 

しています。 

■活動内容 エチオピア・カンボジア・フィリピン 

・水・衛生教育事業 ・アニマルバンク ・教育事業 (学校建設) ・ファンドレイジング（国内） 

・マイクロクレジット ・国際理解教育（国内） 

■こんな人、うちに来て!～ボランティア・インターン募集内容～ 

・積極的に活動や業務に参加      ・英語でのコミュニケーションを苦としない（英語のレベルは問わない） 

・基礎のパソコンスキル    ・国籍・年齢・業種問わず様々な人との交流が好きな方 

■ボランティア・インターン活動日 

月～金 9:00～17:00 (リモートの場合 要相談)    土日はイベント時、もしくはリモートで作業する場合のみ 

 

 

コロナ禍で多くの活動が制限されています。こ

ういう時期だからこそ、「こんなことができるか

も」とアイディアを持ち寄っていただける方、ま

ずは、話を聞いていただけると嬉しいです。 

活動地 

活動地 

国内外で様々な国の人と活動をしているのが

ホープの特色です。柔軟性をもって活動して

おり、決まった業務以外に個々の能力や経験を

活かして新しい企画立案することも可能です。 



 

 

 

特定非営利活動法人 

イカオ・アコ 
〒460-0004 名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 7 階 

 TEL  050-6873-1521    MAIL   ikawako.mangrove@gmail.com 

 WEB   http://ikawako.com/   facebook   https://www.facebook.com/Ikawako.mangrove  Instagram  ikaw_ako_foundation  

 

■理念 

フィリピンにおいて、熱帯林再生などに関する事業を行い、環境に係る問題の改善や解決を図り、住民の生活の質の向上と日本・フィリピン

の相互理解及び親善の増進に寄与することを目的としています。 

■活動内容 フィリピン、日本 

・マングローブの植林（現在までに 183 万本を植林しました。みんなからの寄付によって植林もスピードアップ） 

・環境教育（フィリピンだけじゃなく、日本でも出前授業をしています） 

・エコツーリズム（マングローブ林の中に 1.3 キロの竹橋を建設、これがフィリピン観光省から顕彰を受けました） 

・安全な水の供給事業（フィリピンの小学校に水道がないところがあるって信じられますか?） 

・イチゴ栽培（第 2 次世界大戦で日本軍が逃げ込んだ山でイチゴ栽培。生計向上のための事業です） 

■こんな人、うちに来て!～ボランティア・インターン募集内容～ 

・フィリピンと環境に関心、興味がある方   ・SNS や広報に興味がある方、大歓迎    ・フィリピン事務所でのインターンも可能 

■ボランティア・インターン活動日 

希望があれば応相談 

 

 

特定非営利活動法人 

セイブ・イラクチルドレン・名古屋 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目 5-35 弁護士ビル 202 号室 

（小野万里子法律事務所内） 

 T E L  052-957-3555（9:00～17:00 土日祝を除く）070-5263-2883 

 MAIL  info@iraq-c.gr.jp  FAX  なし 

 WEB  http://www.iraq-c.gr.jp  facebook  https://www.facebook.com/sicnagoya 

■理念 

小児がんや先天異常など難病・疾患に苦しむイラクの子どもたちを救うため、イラク人医師の医療研修機会の創出、イラクへの医療支援、また

来日の医師を通した国際交流を行っています。 

■活動内容 名古屋市（名古屋市及びその近郊） 

・医療研修の創出（招聘医師の決定・研修先病院の確保・訪日までの事務手続き等） 

・訪日時、帰国時の送迎および歓送迎会の実施 

・国際理解、国際交流機会の創出、実施、運営（講演会、大学での特別講座、ゼミ等） 

・日本滞在に向けた準備等、および滞在中の生活支援（公共交通機関の利用、ごみ分別、買い物等） 

・広島（原爆ドーム等）・名古屋市内、近郊のアテンド 

■こんな人、うちに来て!～ボランティア募集内容～ 

・イラクや中東をはじめ、国際理解・国際交流・国際支援に興味関心がある方（語学力不問） 

・イスラム教やハラール料理などイラクの日常に興味のある方   ・英語やアラビア語が話せる方   ・掃除やお料理が好きな方 

■ボランティア活動日 

・イラク人医師滞在中に適宜（２か月程度の期間、２～３回／年）、訪日前後 

・定例会（２～３か月に１度、２時間程度）、各種イベントへの参加など 

小さな団体ですが活動は 20 年目を迎え、イラ

クにおける医療貢献も着実に広がっています。

そして招聘医師は私たちをこう形容しました。

“We cannot live without hope.” 

活動地 

フィリピンでマングローブ植林をしている NGO です。少

人数で運営しているので、チャレンジしたいことを自由に

試してもらえます。まずはお気軽に私たちの活動に参加

してみませんか?お待ちしています♪ 

 

活動地 



 

 

 

特定非営利活動法人 

名古屋 NGO センター 
〒460-0004 名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 7 階 

 TEL/FAX  052-228-8109     MAIL  info@nangoc.org 

 WEB  http://nangoc.org/  facebook  https://www.facebook.com/nagoyanangoc/ 

■理念 

中部地域の加盟団体と共に、開発・人権・環境などの問題、課題について、市民が主体となり、地球規模の視点で取り組む活動を支援

します。支援を通じて平和で持続な可能な社会の実現を目ざします。 

■活動内容 日本 

・NGO 間、NGO と人々、他セクター（企業・行政）間をつなぐネットワークづくり 

・NGO の組織・運営・活動の向上のための NGO へのコンサルティング活動 

・NGO の持つ情報、経験、ノウハウを収集と発信。  ・開発教育 

・「NGO スタッフになりたい人のためのコミュニティカレッジ（通称:N たま）」（人材･活動育成） 

■こんな人、うちに来て!～ボランティア募集内容～ 

・会報『さんぐりあ』編集委員募集中（年 8 回平日夜のオンライン編集会議に参加していただきます） 

・社会の課題とその解決に関心がある方 ・基本的なパソコン操作ができる方 ・週 15 時間、⾧期（3 ヵ月～）活動できる方 

■ボランティア・インターン活動日 

名古屋 NGO センター開館日時（火～金、13:00～17:00）を中心に活動していただきます／その他、希望があれば応相談 

イベント等でこれ以外の日が活動日になることがあります。 

 

中部地域の NGO 情報が集まるセンターで、

一緒に活動しましょう! 

活動地 


