
１期生から9期生、134人中のべ71人が
NGO/NPOスタッフ（有給/ボランティア含む）
として羽ばたきました!

Nたまの講義や高山研修、先輩たちとの交流
を通して、NGOの存在意義は何なのか、途上国
の人とどう接するべきかなどを深く考え、話し
合う機会を得られました。ただ、それらの質問や
課題に対する明確な解答は教えてもらえませ
ん。就職した今でも毎日のように自分に問いか
け、少しずつ前に進んでいます。みなさんもN
たまで何らかの答えを見いだし、ご自身の次の
ステップにつながることを願っています。

（特活）レスキューストックヤード／（特活）にっしん市民環境ネット／全国市民オンブズマン連絡会議／なごやボランティア・NPOセンター／認定NPO法人 ブリッジエーシアジャパン／（特活）チェルノブイリ救援・中部／国際
青年環境NGO A SEED JAPAN／認定NPO法人 アジア日本相互交流センター・ICAN／一般社団法人APバンク／コミュニティ・ユース・バンクmomo／（特活）エコデザイン市民社会フォーラム／環境省中部環境パート
ナーシップオフィス／ピースボート／（特活）わっぱの会／日本バングラデシュ友好協力会／（財）アジア保健研修所／（特活）名古屋NGOセンター／（財）名古屋YWCA／ハイチの会／学校法人 アジア学院／ご近所の外
国人とアミーゴになろう！の会／キャンヘルプタイランド／（特活）泉京・垂井／（特活）地域国際活動研究センター／（特活）ホープ・インターナショナル開発機構／（特活）百采劇場／日進市民グループゆるやかネットワーク／
（財）難民事業本部関西支部／ミコノの会／多文化共生サークルsmile／なごや自由学校／アフリジャパン／西三河国際理解教育情報センター／オヴァ・ママの会／（特活）外国人医療センター／（特活）起業支援ネット／
認定NPO法人 ソムニード／認定NPO法人 セカンドハンド／（有）フェアトレーディング／（特活）NIED・国際理解教育センター／（特活）ボランタリーネイバーズ／一般財団法人 日本国際飢餓対策機構／ルンアルン（暁）
プロジェクト／（特活）ブラジル友の会／バングラデシュの人々を支える会／（特活）イカオアコ／認定NPO法人 難民を助ける会／（特活）AMDA社会開発機構／（特活）暮らし応援ネットワーク／（特活）アーシャ＝アジアの
農民と歩む会／バングラデシュ教育支援の会（BESS）／NGO・世界の子どもたちを貧困から守る会／（特活）市民活動支援機構ぼらんぽ／ニカラグアの会／（特活）グッドネーバーズ・ジャパン／ささしま共生会／（特活）地
域福祉サポートちた／（特活）エム・トゥ・エム／ACF JAPAN アジアこども基金／公益財団法人 名古屋国際センター／（財）三重県国際交流財団／特定非営利活動法人ミレニアム・プロミス・ジャパン　（順不同）

修了生は以下のNGO/NPOに羽ばたきました

主催：（特活）名古屋NGOセンター 協力：中部地域のNGO、研修修了生、外務省（申請中）、岡谷綱機（株）、連合愛知、ほか中部地域の企業/団体
※（特活）は、特定非営利活動法人の略です。
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特定非営利活動法人ミレニアム・プロミス・ジャパン　
事務局スタッフ

NGOスタッフになりたい！

2012.7.14（土）
カレッジ詳細説明と修了生体験談、個別相談等

カレッジ無料説明会
【要予約（定員：50名）】

ＮＧＯのスタッフになりたい人、ＮＧＯを設立したい人
ＮＧＯでボランティアをしたい人

9万円

2万円
2万円

8万円

16名

■〆 切

■ 定 　 員

■開講期間

■対 象

2012年7月27日（金）必着
※応募資格は特になし。書類選考、面接（８/3（金）17：00～、８/4（土）9：30～）があります。

※申込受付:2012年6月14日（木）～7月13日（金）
※名古屋NGOセンターまで、電話・メール・FAXにてお申し込み下さい。

2012年8月25日（入学式）～２０１3年３月１6日（修了式）

■申込方法 別紙申込用紙にご記入の上、事務局まで郵送・メール・FAXにて、お申込ください。

■ 申 込 先

■ 受 講 料

（特活）名古屋NGOセンター

申込用紙は、事務局までお問い合わせいただくか、ホームページ（http://www.nangoc.org/）からも
ダウンロードいただけます。　

〒460-0004　名古屋市中区新栄町2丁目3番地 YWCAビル7階  
TEL＆FAX： 052-228-8109 （火～土曜日の13時～17時）
E-MAIL:info@nangoc.org   URL:http://www.nangoc.org/

コミュニティ・カレ
ッジ 2012

次世代のＮＧ
Ｏを育てる

　　　  Nたまに参加して
、社会

を変え
る一人になろう！

参加者募集！！

 NGOの仕事が自分に向いているのかどうか、体
験して知ることができる良い機会だと思ってNたま
に応募しました。この研修を通じて、様々な分野で
活躍するＮＧＯスタッフに出会うことができ、今で
も、そこで出会った人たちからアドバイスや刺
激を受けています。現在は、フィリピンのボ
ホール島で、住民の生計向上を目指し
た事業や環境教育などに取り

組んでいます！

3期生

（2005年
度）

Ｎたま
10期生

入学式、各種講座、修了式など、オプションと書かれているもの以外全て
※食事代・交通費は別途必要 ※名古屋NGOセンター個人会員以外の方は5千円増となります。

インターンシップ

講座種別

オプション
講座

必須講座

①

②

③

内　　　容 受講料

※食事代・交通費は別途必要

フィールドワーク国内1（福島・宮城）※食事代・現地までの交通費（往復）は別途必要

フィールドワーク海外（南インドまたはスリランカ）
※現地までの渡航費等（往復航空券・海外旅行保険・ビザ代・予防注射など）は別途必要

※オプション①～③を全部申し込まれた方は、1万円割引とします。
※参加費は原則として入学式までにお支払い頂きます。入学式以降のキャンセルによる返金はできませんので予めご了承下さい。

9期生
（2011年度）

2011年度のNたま研修

一般企業で働いていた際、利益を追求する会社
の本分と社会貢献との折り合いがつかず、退職し
た後に、Nたまと出会いました。Ｎたま研修では普
段の生活では交わらなかった世界と出会い、様々
な分野・取り組み・考え方を知り、視界が広がった思
いでした。研修終了の直前に東日本大震災が起こ
り、その際、Nたまでインターンをしていたご縁か
ら、レスキューが支援する東北の現地駐在として2
年間にわたる復興・町づくりのお手伝いをさせてい
ただいています。

石井 良規さん
いしい よしのり

特定非営利活動法人レスキューストックヤード　
事務局スタッフ

8期生
（2010年度）

奥村 祥子さん
さちこおくむら

宮城県七ヶ浜町七ヶ浜国際村 復興支援お祭りwa-syoi！にて

マングローブ林で
漁獲する村人たちと

Nたまは、身近な生活につながる「世界を取
り巻くグローバルな諸問題」や「援助の在り方」
についてじっくり考えさせ、経験する機会を私
に与えてくれました。数多くのイベントや研修、
NGO関係者の生の声を通じて、NGOについて
の知識を深めることができました。また、Nたま
の仲間からは、変化を起こす最初の一歩を踏み
出す勇気と力をもらい、NGOへ転職するきっ
かけにもなりました。Nたま最高～！

古川アンナ明美さん
ふるかわ あけみ

特定非営利活動法人難民を助ける会　
ハイチ駐在員　

8期生
（2010年度）

2010年の地震により倒壊した児童養護施設の前で

Nたまでソムニードの高山とインドの活動視
察を通して学び、その後NGOで働くにいたる
きっかけとなりました。頭だけで考えると足が
止まってしまいがちになりますが、動きながら
考えることで、一人の頭で考えるより得るもの
が多いと思います。もし迷うなら、この研修を通
して、国際協力等に関心を持つ人々と話をし、
NGOで働く先輩方の活動をみてみることをお
勧めします。

市川 美紀さん
いちかわ み　き

AMDA社会開発事業 
ジブチ事業業務調整員

(2012年3月末でAMDAMINDSとの業務委託契約を終了)

1期生
（2002年度）

ネパール駐在時（2009年10月～2010年10月）中に撮影

教育や社会に疑問を持ち自分の生き方に責
任を感じて教員になったものの、教育・社会問
題の根の深さや複雑さを感じてきました。Nた
まで学び直し、市民活動やボランティア活動の
市民教育としての意義に確信を持ちました。現
在はボランティアコーディネーターとしていか
にして市民社会を形成するか試行錯誤・奮闘努
力しています。

山方 元さん
やまがた げん

日本ボランティアコーディネーター協会　
運営委員

5期生
（2007年度）

NGOと全く関わりを持っていなかった私が
Nたまを受講することで、様々な分野で活躍す
る先輩たちに出会い、そして現在のお仕事に
繋がりました。自分で何がしたいのか考え続け
た研修期間があったからこそ、現在こうして自
分の好きな雑貨や食品をとおし、多くの人に
フェアトレードを広げられることができ、とて
も幸せです。

木村 瞳さん
きむら ひとみ

フェアトレード雑貨＆ビーンズショップ　
フェアビーンズ　店長

6期生
（2008年度）

毎日勤務している「フェアビーンズ」なごや地球ひろば店

森崎 芳子さん
もりさき よしこ

神谷 孟史さん
かみや たけし

木村 真樹さん
きむら まさき

生まれ育ったこのまちで暮らしていくために、
地方銀行へ就職したのが01年4月。子や孫の
代までずっと暮らしていけるように、NPOバン
クを設立したのが05年10月。この4年半の
間に起こった“大転換”のきっかけが「Nたま」
でした。2009年度からNGOセンターの理事
となり、少しでも恩返しができれば…と思って
います。

コミュニティ・ユース・バンクmomo 
代表理事

1期生
（2002年度）

インターンシップでお世話になった団体に職
員として採用して頂き、２年が経ちました。国際
会議に出席したり現地ＮＧＯと連絡を取り合った
り、世界２０ヶ国６０以上の団体と協力しながら、
飢餓と貧困のない世界を目指して「わたしから始
める」取り組みを続けています。今年も受け入れ
団体として、また、Ｎたま担当理事の１人としてこ
の研修に関わらせて頂きます。

浅野 陽子さん
あさの ようこ

一般財団法人日本国際飢餓対策機構 海外プロジェクト
シニアオフィサー/名古屋NGOセンター理事

6期生
（2008年度）

国際飢餓対策機構連合（FHIF)南アフリカ会議にて

退職後、「Nたま」のチラシを見て参加しました。
現在、バングラデシュ教育支援の会（ＢＥＳＳ）を立
ち上げ、運営しています。現地子どもたちの教育
の直接支援と、母親達女性の自立支援を目指し
て民芸品作成の訓練をしています。女性たちは
美しい民芸品をたくさん作ることが出来るように
なってきました。
江南市国際交流協会、愛知県国際理解教育ス

テーション（ＡＩＳ）にも所属し、子どもや大人達に
国際理解教育を広めるために活動しています。

バングラデシュ教育支援の会（ＢＥＳＳ） 
代表

2期生
（2003年度）

3期生
（2005年度）

5年前なんとなく「海外協力はカッコいい！」と
思い続けて参加した青年海外協力隊の説明会。
やっぱりなんとなくの気持ちで飛び込むには敷
居が高かったです。そんな時出会ったのがNた
まの研修プログラム。多様なNGO/NPOの活動
に触れ「どんな活動をしたいのか」整理ができた
研修でした。自分を仲間と共に見つめるいい機
会だと思います。是非参加してくださいね！！

特定非営利活動法人ブラジル友の会　
外国にルーツを持つ児童への放課後学習支援事業担当

5期生
（2007年度）

日本に生まれたという偶然のおかげで、普通に
暮らしている生活に後ろめたい気持ちがいつも
どこかにありました。モンゴルでのワークキャン
プに参加した後、31歳フリーター、そして家族を
持ちながらという条件でしたが、「Ｎたま」に参加
し、教育の仕事に携わるという想い、また志を同
じくする仲間を見つけました。現在、塾を経営し
ながら、地元岐阜県垂井町のNPOでまちづくり
活動を行なっています。

浅野 宏さん
あさの ひろし

特定非営利活動法人泉京・垂井
代表理事

自治会の夏祭りにて被災者支援センターでのボランティア(右）

せんと たるい

修了生の活躍

特定非営利活動法人イカオ・アコ
プロジェクトコーディネーター フィリピン現地駐在員

時　間： 13:00～17:00　
会　場： 名古屋YWCA ビッグスペース

浅野 陽子さん（本研修6期修了生）
木村　瞳さん（本研修6期修了生）
神谷 孟史さん（本研修5期修了生）
※プロフィールは「修了生の活躍」参照
※当日は上記の他にも修了生が多く参加します。

コーディネーター ：
体 　験 　談 ：

名古屋市中区新栄町2-3
（地下鉄「栄」駅東改札を出て5番出口より東へ2分）

Ｎたまを知ったのは、退職後、失業保険をも
らいながら職業訓練に通っている時。「結婚を
機に退職したけど何か社会の役に立つことがし
たい。結婚しても自分らしい働き方を探した
い」と思い、インターネットで見つけたのがこの
Ｎたまでした。不安もあったけど飛び込んでみ
て正解でした。仲間にも恵まれ「自分らしい生
き方」を見つけられました！　　　　　　

兼松 真梨子さん
かねまつ ま　り　こ

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援・中部　
事務局スタッフ

7期生
（2009年度）

ウクライナの支援先を訪問して バングラデシュの子どもたちと
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事務局スタッフ

NGOスタッフになりたい！

2012.7.14（土）
カレッジ詳細説明と修了生体験談、個別相談等

カレッジ無料説明会
【要予約（定員：50名）】

ＮＧＯのスタッフになりたい人、ＮＧＯを設立したい人
ＮＧＯでボランティアをしたい人

9万円

2万円
2万円

8万円

16名

■〆 切

■ 定 　 員

■開講期間

■対 象

2012年7月27日（金）必着
※応募資格は特になし。書類選考、面接（８/3（金）17：00～、８/4（土）9：30～）があります。

※申込受付:2012年6月14日（木）～7月13日（金）
※名古屋NGOセンターまで、電話・メール・FAXにてお申し込み下さい。

2012年8月25日（入学式）～２０１3年３月１6日（修了式）

■申込方法 別紙申込用紙にご記入の上、事務局まで郵送・メール・FAXにて、お申込ください。

■ 申 込 先

■ 受 講 料

（特活）名古屋NGOセンター

申込用紙は、事務局までお問い合わせいただくか、ホームページ（http://www.nangoc.org/）からも
ダウンロードいただけます。　

〒460-0004　名古屋市中区新栄町2丁目3番地 YWCAビル7階  
TEL＆FAX： 052-228-8109 （火～土曜日の13時～17時）
E-MAIL:info@nangoc.org   URL:http://www.nangoc.org/

コミュニティ・カレ
ッジ 2012

次世代のＮＧ
Ｏを育てる

　　　  Nたまに参加して
、社会

を変え
る一人になろう！

参加者募集！！

 NGOの仕事が自分に向いているのかどうか、体
験して知ることができる良い機会だと思ってNたま
に応募しました。この研修を通じて、様々な分野で
活躍するＮＧＯスタッフに出会うことができ、今で
も、そこで出会った人たちからアドバイスや刺
激を受けています。現在は、フィリピンのボ
ホール島で、住民の生計向上を目指し
た事業や環境教育などに取り

組んでいます！

3期生

（2005年
度）

Ｎたま
10期生

入学式、各種講座、修了式など、オプションと書かれているもの以外全て
※食事代・交通費は別途必要 ※名古屋NGOセンター個人会員以外の方は5千円増となります。

インターンシップ

講座種別

オプション
講座

必須講座

①

②

③

内　　　容 受講料

※食事代・交通費は別途必要

フィールドワーク国内1（福島・宮城）※食事代・現地までの交通費（往復）は別途必要

フィールドワーク海外（南インドまたはスリランカ）
※現地までの渡航費等（往復航空券・海外旅行保険・ビザ代・予防注射など）は別途必要

※オプション①～③を全部申し込まれた方は、1万円割引とします。
※参加費は原則として入学式までにお支払い頂きます。入学式以降のキャンセルによる返金はできませんので予めご了承下さい。

9期生
（2011年度）

2011年度のNたま研修

一般企業で働いていた際、利益を追求する会社
の本分と社会貢献との折り合いがつかず、退職し
た後に、Nたまと出会いました。Ｎたま研修では普
段の生活では交わらなかった世界と出会い、様々
な分野・取り組み・考え方を知り、視界が広がった思
いでした。研修終了の直前に東日本大震災が起こ
り、その際、Nたまでインターンをしていたご縁か
ら、レスキューが支援する東北の現地駐在として2
年間にわたる復興・町づくりのお手伝いをさせてい
ただいています。

石井 良規さん
いしい よしのり

特定非営利活動法人レスキューストックヤード　
事務局スタッフ

8期生
（2010年度）

奥村 祥子さん
さちこおくむら

宮城県七ヶ浜町七ヶ浜国際村 復興支援お祭りwa-syoi！にて

マングローブ林で
漁獲する村人たちと

Nたまは、身近な生活につながる「世界を取
り巻くグローバルな諸問題」や「援助の在り方」
についてじっくり考えさせ、経験する機会を私
に与えてくれました。数多くのイベントや研修、
NGO関係者の生の声を通じて、NGOについて
の知識を深めることができました。また、Nたま
の仲間からは、変化を起こす最初の一歩を踏み
出す勇気と力をもらい、NGOへ転職するきっ
かけにもなりました。Nたま最高～！

古川アンナ明美さん
ふるかわ あけみ

特定非営利活動法人難民を助ける会　
ハイチ駐在員　

8期生
（2010年度）

2010年の地震により倒壊した児童養護施設の前で

Nたまでソムニードの高山とインドの活動視
察を通して学び、その後NGOで働くにいたる
きっかけとなりました。頭だけで考えると足が
止まってしまいがちになりますが、動きながら
考えることで、一人の頭で考えるより得るもの
が多いと思います。もし迷うなら、この研修を通
して、国際協力等に関心を持つ人々と話をし、
NGOで働く先輩方の活動をみてみることをお
勧めします。

市川 美紀さん
いちかわ み　き

AMDA社会開発事業 
ジブチ事業業務調整員

(2012年3月末でAMDAMINDSとの業務委託契約を終了)

1期生
（2002年度）

ネパール駐在時（2009年10月～2010年10月）中に撮影

教育や社会に疑問を持ち自分の生き方に責
任を感じて教員になったものの、教育・社会問
題の根の深さや複雑さを感じてきました。Nた
まで学び直し、市民活動やボランティア活動の
市民教育としての意義に確信を持ちました。現
在はボランティアコーディネーターとしていか
にして市民社会を形成するか試行錯誤・奮闘努
力しています。

山方 元さん
やまがた げん

日本ボランティアコーディネーター協会　
運営委員

5期生
（2007年度）

NGOと全く関わりを持っていなかった私が
Nたまを受講することで、様々な分野で活躍す
る先輩たちに出会い、そして現在のお仕事に
繋がりました。自分で何がしたいのか考え続け
た研修期間があったからこそ、現在こうして自
分の好きな雑貨や食品をとおし、多くの人に
フェアトレードを広げられることができ、とて
も幸せです。

木村 瞳さん
きむら ひとみ

フェアトレード雑貨＆ビーンズショップ　
フェアビーンズ　店長

6期生
（2008年度）

毎日勤務している「フェアビーンズ」なごや地球ひろば店

森崎 芳子さん
もりさき よしこ

神谷 孟史さん
かみや たけし

木村 真樹さん
きむら まさき

生まれ育ったこのまちで暮らしていくために、
地方銀行へ就職したのが01年4月。子や孫の
代までずっと暮らしていけるように、NPOバン
クを設立したのが05年10月。この4年半の
間に起こった“大転換”のきっかけが「Nたま」
でした。2009年度からNGOセンターの理事
となり、少しでも恩返しができれば…と思って
います。

コミュニティ・ユース・バンクmomo 
代表理事

1期生
（2002年度）

インターンシップでお世話になった団体に職
員として採用して頂き、２年が経ちました。国際
会議に出席したり現地ＮＧＯと連絡を取り合った
り、世界２０ヶ国６０以上の団体と協力しながら、
飢餓と貧困のない世界を目指して「わたしから始
める」取り組みを続けています。今年も受け入れ
団体として、また、Ｎたま担当理事の１人としてこ
の研修に関わらせて頂きます。

浅野 陽子さん
あさの ようこ

一般財団法人日本国際飢餓対策機構 海外プロジェクト
シニアオフィサー/名古屋NGOセンター理事

6期生
（2008年度）

国際飢餓対策機構連合（FHIF)南アフリカ会議にて

退職後、「Nたま」のチラシを見て参加しました。
現在、バングラデシュ教育支援の会（ＢＥＳＳ）を立
ち上げ、運営しています。現地子どもたちの教育
の直接支援と、母親達女性の自立支援を目指し
て民芸品作成の訓練をしています。女性たちは
美しい民芸品をたくさん作ることが出来るように
なってきました。
江南市国際交流協会、愛知県国際理解教育ス

テーション（ＡＩＳ）にも所属し、子どもや大人達に
国際理解教育を広めるために活動しています。

バングラデシュ教育支援の会（ＢＥＳＳ） 
代表

2期生
（2003年度）

3期生
（2005年度）

5年前なんとなく「海外協力はカッコいい！」と
思い続けて参加した青年海外協力隊の説明会。
やっぱりなんとなくの気持ちで飛び込むには敷
居が高かったです。そんな時出会ったのがNた
まの研修プログラム。多様なNGO/NPOの活動
に触れ「どんな活動をしたいのか」整理ができた
研修でした。自分を仲間と共に見つめるいい機
会だと思います。是非参加してくださいね！！

特定非営利活動法人ブラジル友の会　
外国にルーツを持つ児童への放課後学習支援事業担当

5期生
（2007年度）

日本に生まれたという偶然のおかげで、普通に
暮らしている生活に後ろめたい気持ちがいつも
どこかにありました。モンゴルでのワークキャン
プに参加した後、31歳フリーター、そして家族を
持ちながらという条件でしたが、「Ｎたま」に参加
し、教育の仕事に携わるという想い、また志を同
じくする仲間を見つけました。現在、塾を経営し
ながら、地元岐阜県垂井町のNPOでまちづくり
活動を行なっています。

浅野 宏さん
あさの ひろし

特定非営利活動法人泉京・垂井
代表理事

自治会の夏祭りにて被災者支援センターでのボランティア(右）

せんと たるい

修了生の活躍

特定非営利活動法人イカオ・アコ
プロジェクトコーディネーター フィリピン現地駐在員

時　間： 13:00～17:00　
会　場： 名古屋YWCA ビッグスペース

浅野 陽子さん（本研修6期修了生）
木村　瞳さん（本研修6期修了生）
神谷 孟史さん（本研修5期修了生）
※プロフィールは「修了生の活躍」参照
※当日は上記の他にも修了生が多く参加します。

コーディネーター ：
体 　験 　談 ：

名古屋市中区新栄町2-3
（地下鉄「栄」駅東改札を出て5番出口より東へ2分）

Ｎたまを知ったのは、退職後、失業保険をも
らいながら職業訓練に通っている時。「結婚を
機に退職したけど何か社会の役に立つことがし
たい。結婚しても自分らしい働き方を探した
い」と思い、インターネットで見つけたのがこの
Ｎたまでした。不安もあったけど飛び込んでみ
て正解でした。仲間にも恵まれ「自分らしい生
き方」を見つけられました！　　　　　　

兼松 真梨子さん
かねまつ ま　り　こ

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援・中部　
事務局スタッフ

7期生
（2009年度）

ウクライナの支援先を訪問して バングラデシュの子どもたちと

 



１期生から9期生、134人中のべ71人が
NGO/NPOスタッフ（有給/ボランティア含む）
として羽ばたきました!

Nたまの講義や高山研修、先輩たちとの交流
を通して、NGOの存在意義は何なのか、途上国
の人とどう接するべきかなどを深く考え、話し
合う機会を得られました。ただ、それらの質問や
課題に対する明確な解答は教えてもらえませ
ん。就職した今でも毎日のように自分に問いか
け、少しずつ前に進んでいます。みなさんもN
たまで何らかの答えを見いだし、ご自身の次の
ステップにつながることを願っています。

（特活）レスキューストックヤード／（特活）にっしん市民環境ネット／全国市民オンブズマン連絡会議／なごやボランティア・NPOセンター／認定NPO法人 ブリッジエーシアジャパン／（特活）チェルノブイリ救援・中部／国際
青年環境NGO A SEED JAPAN／認定NPO法人 アジア日本相互交流センター・ICAN／一般社団法人APバンク／コミュニティ・ユース・バンクmomo／（特活）エコデザイン市民社会フォーラム／環境省中部環境パート
ナーシップオフィス／ピースボート／（特活）わっぱの会／日本バングラデシュ友好協力会／（財）アジア保健研修所／（特活）名古屋NGOセンター／（財）名古屋YWCA／ハイチの会／学校法人 アジア学院／ご近所の外
国人とアミーゴになろう！の会／キャンヘルプタイランド／（特活）泉京・垂井／（特活）地域国際活動研究センター／（特活）ホープ・インターナショナル開発機構／（特活）百采劇場／日進市民グループゆるやかネットワーク／
（財）難民事業本部関西支部／ミコノの会／多文化共生サークルsmile／なごや自由学校／アフリジャパン／西三河国際理解教育情報センター／オヴァ・ママの会／（特活）外国人医療センター／（特活）起業支援ネット／
認定NPO法人 ソムニード／認定NPO法人 セカンドハンド／（有）フェアトレーディング／（特活）NIED・国際理解教育センター／（特活）ボランタリーネイバーズ／一般財団法人 日本国際飢餓対策機構／ルンアルン（暁）
プロジェクト／（特活）ブラジル友の会／バングラデシュの人々を支える会／（特活）イカオアコ／認定NPO法人 難民を助ける会／（特活）AMDA社会開発機構／（特活）暮らし応援ネットワーク／（特活）アーシャ＝アジアの
農民と歩む会／バングラデシュ教育支援の会（BESS）／NGO・世界の子どもたちを貧困から守る会／（特活）市民活動支援機構ぼらんぽ／ニカラグアの会／（特活）グッドネーバーズ・ジャパン／ささしま共生会／（特活）地
域福祉サポートちた／（特活）エム・トゥ・エム／ACF JAPAN アジアこども基金／公益財団法人 名古屋国際センター／（財）三重県国際交流財団／特定非営利活動法人ミレニアム・プロミス・ジャパン　（順不同）

修了生は以下のNGO/NPOに羽ばたきました

主催：（特活）名古屋NGOセンター 協力：中部地域のNGO、研修修了生、外務省（申請中）、岡谷綱機（株）、連合愛知、ほか中部地域の企業/団体
※（特活）は、特定非営利活動法人の略です。
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いでした。研修終了の直前に東日本大震災が起こ
り、その際、Nたまでインターンをしていたご縁か
ら、レスキューが支援する東北の現地駐在として2
年間にわたる復興・町づくりのお手伝いをさせてい
ただいています。

石井 良規さん
いしい よしのり

特定非営利活動法人レスキューストックヤード　
事務局スタッフ

8期生
（2010年度）

奥村 祥子さん
さちこおくむら

宮城県七ヶ浜町七ヶ浜国際村 復興支援お祭りwa-syoi！にて

マングローブ林で
漁獲する村人たちと

Nたまは、身近な生活につながる「世界を取
り巻くグローバルな諸問題」や「援助の在り方」
についてじっくり考えさせ、経験する機会を私
に与えてくれました。数多くのイベントや研修、
NGO関係者の生の声を通じて、NGOについて
の知識を深めることができました。また、Nたま
の仲間からは、変化を起こす最初の一歩を踏み
出す勇気と力をもらい、NGOへ転職するきっ
かけにもなりました。Nたま最高～！

古川アンナ明美さん
ふるかわ あけみ

特定非営利活動法人難民を助ける会　
ハイチ駐在員　

8期生
（2010年度）

2010年の地震により倒壊した児童養護施設の前で

Nたまでソムニードの高山とインドの活動視
察を通して学び、その後NGOで働くにいたる
きっかけとなりました。頭だけで考えると足が
止まってしまいがちになりますが、動きながら
考えることで、一人の頭で考えるより得るもの
が多いと思います。もし迷うなら、この研修を通
して、国際協力等に関心を持つ人々と話をし、
NGOで働く先輩方の活動をみてみることをお
勧めします。

市川 美紀さん
いちかわ み　き

AMDA社会開発事業 
ジブチ事業業務調整員

(2012年3月末でAMDAMINDSとの業務委託契約を終了)

1期生
（2002年度）

ネパール駐在時（2009年10月～2010年10月）中に撮影

教育や社会に疑問を持ち自分の生き方に責
任を感じて教員になったものの、教育・社会問
題の根の深さや複雑さを感じてきました。Nた
まで学び直し、市民活動やボランティア活動の
市民教育としての意義に確信を持ちました。現
在はボランティアコーディネーターとしていか
にして市民社会を形成するか試行錯誤・奮闘努
力しています。

山方 元さん
やまがた げん

日本ボランティアコーディネーター協会　
運営委員

5期生
（2007年度）

NGOと全く関わりを持っていなかった私が
Nたまを受講することで、様々な分野で活躍す
る先輩たちに出会い、そして現在のお仕事に
繋がりました。自分で何がしたいのか考え続け
た研修期間があったからこそ、現在こうして自
分の好きな雑貨や食品をとおし、多くの人に
フェアトレードを広げられることができ、とて
も幸せです。

木村 瞳さん
きむら ひとみ

フェアトレード雑貨＆ビーンズショップ　
フェアビーンズ　店長

6期生
（2008年度）

毎日勤務している「フェアビーンズ」なごや地球ひろば店

森崎 芳子さん
もりさき よしこ

神谷 孟史さん
かみや たけし

木村 真樹さん
きむら まさき

生まれ育ったこのまちで暮らしていくために、
地方銀行へ就職したのが01年4月。子や孫の
代までずっと暮らしていけるように、NPOバン
クを設立したのが05年10月。この4年半の
間に起こった“大転換”のきっかけが「Nたま」
でした。2009年度からNGOセンターの理事
となり、少しでも恩返しができれば…と思って
います。

コミュニティ・ユース・バンクmomo 
代表理事

1期生
（2002年度）

インターンシップでお世話になった団体に職
員として採用して頂き、２年が経ちました。国際
会議に出席したり現地ＮＧＯと連絡を取り合った
り、世界２０ヶ国６０以上の団体と協力しながら、
飢餓と貧困のない世界を目指して「わたしから始
める」取り組みを続けています。今年も受け入れ
団体として、また、Ｎたま担当理事の１人としてこ
の研修に関わらせて頂きます。

浅野 陽子さん
あさの ようこ

一般財団法人日本国際飢餓対策機構 海外プロジェクト
シニアオフィサー/名古屋NGOセンター理事

6期生
（2008年度）

国際飢餓対策機構連合（FHIF)南アフリカ会議にて

退職後、「Nたま」のチラシを見て参加しました。
現在、バングラデシュ教育支援の会（ＢＥＳＳ）を立
ち上げ、運営しています。現地子どもたちの教育
の直接支援と、母親達女性の自立支援を目指し
て民芸品作成の訓練をしています。女性たちは
美しい民芸品をたくさん作ることが出来るように
なってきました。
江南市国際交流協会、愛知県国際理解教育ス

テーション（ＡＩＳ）にも所属し、子どもや大人達に
国際理解教育を広めるために活動しています。

バングラデシュ教育支援の会（ＢＥＳＳ） 
代表

2期生
（2003年度）

3期生
（2005年度）

5年前なんとなく「海外協力はカッコいい！」と
思い続けて参加した青年海外協力隊の説明会。
やっぱりなんとなくの気持ちで飛び込むには敷
居が高かったです。そんな時出会ったのがNた
まの研修プログラム。多様なNGO/NPOの活動
に触れ「どんな活動をしたいのか」整理ができた
研修でした。自分を仲間と共に見つめるいい機
会だと思います。是非参加してくださいね！！

特定非営利活動法人ブラジル友の会　
外国にルーツを持つ児童への放課後学習支援事業担当

5期生
（2007年度）

日本に生まれたという偶然のおかげで、普通に
暮らしている生活に後ろめたい気持ちがいつも
どこかにありました。モンゴルでのワークキャン
プに参加した後、31歳フリーター、そして家族を
持ちながらという条件でしたが、「Ｎたま」に参加
し、教育の仕事に携わるという想い、また志を同
じくする仲間を見つけました。現在、塾を経営し
ながら、地元岐阜県垂井町のNPOでまちづくり
活動を行なっています。

浅野 宏さん
あさの ひろし

特定非営利活動法人泉京・垂井
代表理事

自治会の夏祭りにて被災者支援センターでのボランティア(右）

せんと たるい

修了生の活躍

特定非営利活動法人イカオ・アコ
プロジェクトコーディネーター フィリピン現地駐在員

時　間： 13:00～17:00　
会　場： 名古屋YWCA ビッグスペース

浅野 陽子さん（本研修6期修了生）
木村　瞳さん（本研修6期修了生）
神谷 孟史さん（本研修5期修了生）
※プロフィールは「修了生の活躍」参照
※当日は上記の他にも修了生が多く参加します。

コーディネーター ：
体 　験 　談 ：

名古屋市中区新栄町2-3
（地下鉄「栄」駅東改札を出て5番出口より東へ2分）

Ｎたまを知ったのは、退職後、失業保険をも
らいながら職業訓練に通っている時。「結婚を
機に退職したけど何か社会の役に立つことがし
たい。結婚しても自分らしい働き方を探した
い」と思い、インターネットで見つけたのがこの
Ｎたまでした。不安もあったけど飛び込んでみ
て正解でした。仲間にも恵まれ「自分らしい生
き方」を見つけられました！　　　　　　

兼松 真梨子さん
かねまつ ま　り　こ

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援・中部　
事務局スタッフ

7期生
（2009年度）

ウクライナの支援先を訪問して バングラデシュの子どもたちと
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