
名古屋のまちで社会貢献活動を積極的に実践している

「人間力」あふれる若者を発掘
さらなる活躍へ期待を込めて賞を贈ります
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会場：愛知大学名古屋キャンパスグローバルコンベンションホール
住所：愛知県名古屋市中村区平池町4 - 60 - 6

2020年３月１6日（月） 19：00～ 21：00

人間力大賞名古屋

公益社団法人 名古屋青年会議所 ２０２０年度（第７０年度）３月フォーラム公益社団法人 名古屋青年会議所 ２０２０年度（第７０年度）３月フォーラム

公益社団法人名古屋青年会議所は
2020 年で 70 周年を迎えました。
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我が国では、今後、少子高齢化が進む中で、人の寿命が延びることで
人生100年時代が到来すると言われております。そのような時代を迎
える時、若者から高齢者まですべての市民が社会で活躍し生き生きと
過ごせる土壌なくして持続的な社会の発展は見込めません。そこで、
人生100年時代のロールモデルとなる人財を発掘して広く活動を発信
し、持続可能な社会を創出する重要性を市民が認識する必要があり
ます。公益社団法人名古屋青年会議所では、名古屋人間力大賞の開
催を通じて、人生100年時代のロールモデルとなる人財を表彰し、社
会貢献しながら自らの収入を確保する若者の活躍を市民に広く発信
すると共に、市民の意識を変革し、自らが社会で活躍できるように実
際に行動に移す機会を創出していきます。    
       

２０歳から４０歳（1980年1月1日～2000年12月31日生れ）の名古屋市内若しくは名古屋市近郊在住の方
で、「学術」「人道支援・ボランティア」「ビジネス・経済・起業」「青少年育成・世界平和・人権」「教育」
「倫理・環境」「ＳＤＧｓ」の各分野で社会貢献活動を積極的に実践している方

■各賞の受賞

・グランプリ
　人間力あふれる傑出した   
　社会貢献を行っている若者を表彰します。   

・名古屋市長賞
　名古屋への貢献について
　とくに顕著な若者を表彰します。

・環境特別賞
　環境の分野での貢献について
　とくに顕著な若者を表彰します。

・リカレント教育賞
　教育の分野での貢献について
　とくに顕著な若者を表彰します。

・中日新聞社賞
　地元に密着して持続可能な社会を創出する
　若者を表彰します。

・中京ベストメディア賞
　メディアを通じた社会貢献活動の発信について   
　とくに顕著な若者を表彰します。   

2020年度名古屋人間力大賞の開催にあたって

名古屋人間力大賞選考基準

Award
2020

SUMMARY

人間力大賞について

※名古屋人間力大賞のロゴについて
緑色は、名古屋の中心部である久屋大通公園を
表しました。造形はＮＡＧＯＹＡの頭文字「Ｎ」
を表すとともに、大通にかかっているセントラル
ブリッジを表しています。

公益社団法人名古屋青年会議所



2019年３月に「"可愛い"で地球を守る！」をコンセプトに、
海洋プラスチックア クセサリーsobolon を幼なじみ４人で
立ち上げ。７月より販売を開始し、９月には クラウドファン
ディング140％達成。その後、新聞・テレビ・雑誌など、多数
メディアにて掲載。12月にオンラインショップを開設。ハン
ドメイドアクセサリーの製作・販売をしながら、ポップに社
会課題を乗り越えるための講演活動や親子で参加楽しめ
るワークショップなどを行う。メンバー４人で海岸へ清掃

“可愛い”で地球を守る２４歳！

山崎　姫菜子 さん
Ms. Hinako Yamazaki

活動へ出向き、回収したプラスチックたちを素材に、ハン
ドメイドアクセサリーを製作・販売。問題を叫ぶだけでは
本質的には広がらないという自身の経験から、"可愛い"と
いうポップにな感情に乗せて、深刻化する海洋プラスチッ
クの問題を発信する。夢は、世界平和！ 

【活動への思い】
エシカルなおしゃれを楽
しむ人が増えることで、
地球環境にやさしい文
化が根付いていく。

FINALIST
2020 NINGENRYOKU AWARD

公益社団法人名古屋青年会議所

審査員

竹内 亜沙美
特定非営利活動法人障がい者
未来創造センター 代表    

第１回名古屋人間力大賞 理事長賞受賞    

公益社団法人日本青年会議所 第 32 回人間力大賞
厚生労働大臣賞受賞    

昨年に続いて審査員をつとめま
す。社会を良くしようとする純粋
な思い、絶対に応援してあげた
い。今年もよろしくお願いします。

審査員

光田 侑司
公益社団法人名古屋青年会議所
2020 年度（第 70 年度）理事長

人生100年時代のロールモデル
となる若者との出会いを楽しみ
にしております。持続可能な名古
屋を作ろう！！

審査員

加部 雄一郎

地域を輝かせる凄い若者の姿
は、この国の希望の星です。
名古屋に好循環を起こす若者
よ、きたれ！！

公益社団法人日本青年会議所 2020 年度
ＴＯＹＰ大賞委員会委員長  
  

審査員

鵜飼 宏成

一億総活躍が求められるこれか
らの日本で、未知の領域にチャ
レンジする新しい発想をお待ち
しております。

名古屋市立大学教授

文部科学省「持続的な産学共同人材育成
システム構築事業」担当

審査員

尾中 友哉
株式会社 SilentVoice　NPO 法人 SilentVoice    

公益社団法人日本青年会議所 第 32 回人間力大賞
グランプリ受賞    

内閣総理大臣奨励賞・    
日本商工会議所会頭奨励賞受賞 

昨年に続いて審査員をつとめま
す。こんな子おったら、世の中
もっと良くなるやんないか！！
と夢を見せてくれる若い子の登
場を期待しています。

2020年度名古屋人間力大賞
INTRODUCTION

審査員のご紹介

＜謝辞＞２０２０年度名古屋人間力大賞の開催につきまして、無観客での開催にもかか
わらず、様々な形でご配慮とお力添えをいただきました皆様に深く感謝いたします。
文部科学省生涯学習推進課　環境省中部地方環境事務所　愛知県生涯学習推進課　
名古屋市総務局　名古屋市市民経済局　中部ＳＤＧｓ推進センター　愛知県生涯学習
推進センター　名古屋市市民活動推進センター　名古屋市立大学教務企画室　愛知大
学名古屋総務課　社会起業大学　中京テレビ放送株式会社営業部　中日新聞社社会事
業部　公益社団法人日本青年会議所ＴＯＹＰ委員会　公益社団法人名古屋青年会議所
２０１９年度名古屋人間力大賞出場者並びに担当委員会（以上敬称略・順不同）

本例会はインターネットで
視聴できます。
公益社団法人
名古屋青年会議所
公式 Youtube チャンネル



FINALIST
2020 NINGENRYOKU AWARD

高校３年生４月の時に、地域活性活動と出身国であるフィ
リピンでの経験をヒントに活動を企画。初年度では、美濃
加茂市と各務ヶ原を活動拠点として市役所、市民団体、職
人の協力を得て100個のパロルを作成。次年度に、各務ヶ
原・春日井・大府市の教育・宗教・公施設にてイベントを開
催。今年度で３年目となって活動の発信として学生団体「R 
E：C O N N E C T」を設立し、各務ヶ原と名古屋でイルミネー
ションイベントを開催。「パロル」とはフィリピンの星型のク

「“モノ×モノ”の多文化交流」で、
文化の壁を乗り越えていこう！

リスマスイルミネーションで、それを里山の竹や和紙を
利用して和風アレンジし、「“モノ×モノ”の多文化交流」
を直に感じてもらうワークショップを開催しております。
また「“ヒト×ヒト”の多文化交流」も意識して市内で外
国人と日本人の交流コミュニティができるきっかけを作
り、文化等の壁を乗り越えていきます。 

【活動への思い】
今後日本で国籍関係な
く生きられるような「多
文化共生」を将来達成
すること。

ダルモ　マイケル さん
Mr. Michael  Dalmo

2005年3月河合塾学園トライデントスポーツ健康科学専
門学校卒業、同年４月河合塾学園本部入社（WEB・パンフ
レット・CM ディレクター・講師） 2013年デザイン事務所
UEP設立（採用に関する HP、CM、会社紹介動画等の企画
制作）2017年一般社団法人ライフストーリー総合研究所
設立（キャリア教育業、制作事業）「正しい職業観を持った
先生を育てるために！」毎年、教育大学200名程の大学３

教師が変われば日本が変わる。
まずは名古屋でしょ！

吉川　直樹 さん
Mr. Naoki Yoshikawa

年生を30社程の企業に派遣する職業体験授業を企画運
営しております。単純なイターンシップのような体験だけ
ではなく、iPadを持たせ中学生を想定とした動画教材の制
作も同時に行い、情報の伝え方の勉強と、Society 5.0 （科
学技術政策 内閣府）を意識した新しい教育方法の開発を
行っております。  

【活動への思い】
教師の卵たちに正しい職業
観を学んでいただくことで、
将来教壇に立った際に、子
どもたちに働くことに対して
の意義と楽しさを伝えるこ
とができます。

公益社団法人名古屋青年会議所



東海地方を中心に活動している名古屋を代表するヒュー
マンビートボクサー2018年４月より名古屋初のビート
ボックス教室を自ら開講。2019年度よりNHK放送局セン
ターにて講師に任命され、レッスンだけに留まらず、発達
障害の子どもたちや子育て支援団体のイベントに出演す
るなど、ビートボックスを通した社会福祉活動を積極的に
おこなっている。

自分の個性を、いろんな形やスタイルで。
もっと自由に表現できる社会に。

目黒　雄大 さん
Mr. Yuudai Meguro 

■成績
JapanBeatBoxchampionship2016 ベスト32 公式日本ファイナリスト
JapanBeatboxchampionship2016  tagteam ベスト８
boost 名古屋大会 優勝、boost 兵庫大会 準優勝、
boost 三重大会 ベスト４ 
三重 Brethout2017 大会 TAG 優勝 SOLO 準優勝

■出演
MEGARYU RYUREXプロデュース　清流 REX MUSIC FESTA 2019
CBCラジオ 『ドラ魂キング』出演、メーテレ『おもてなし隊名古屋』

【活動への思い】
音楽の楽しさ、表現する
楽しさと可能性を知って
もらい誰でも自分らしさ
を簡単に表現できる社
会にしたい。

公益社団法人名古屋青年会議所

FINALIST
2020 NINGENRYOKU AWARD

平成元年10月10日（リサイクルの日生まれ）10代で家族の
死（両親、両祖父母ともに）を経験し遺品整理を行う。中学
校卒業後、社会に出て営業会社で経験を積み不用品回収
会社（遺品整理会社）に入社後、個人事業主から法人なり
をし株式会社エコトップを設立。2020年２月に環境首都と
して知られるドイツ連邦共和国フライブルク市に支店を設
置。不用品回収、生前整理、遺品整理業を行う。2019年7月
J リーグ名古屋グランパスのパートナーとしてトヨタスタジ

フライブルク市から学ぶ。
環境首都名古屋を作ろう！！

伊藤　勝利 さん
Mr. Katsutoshi Ito

アムにエコステーションを設置。同年９月環境デーなごや
2019様のパートナーシップ事業者として名古屋城周辺美
化活動実施、同年12月真宗大谷派名古屋別院（東別院）様
リサイクルキャンドル提供。2020年１月プロ野球中日ドラ
ゴンズドアラと一緒に名古屋城周辺美化活動実施 。

【活動への思い】
環境首都を目指している
名古屋市、市民の方ととも
に意識改革をし名古屋市
のごみを減らす。



JCI JAPAN

地域に好循環を起こす若者よ、きたれ！！

青年版国民栄誉賞

The Outstanding Young Persons
「傑出した若者たち」が世界を変える！！

【エントリー受付期間】
２０２０年１月１日（水）～３月３１日（火）

【グランプリ】
副賞として活動支援金100万円 応募方法はコチラ

◀

公益社団法人名古屋青年会議所

エンディングのアーティストパフォーマンスについて

人生100年時代の生き方について

本例会では、リカレント教育について、レーシングドライバーで元Ｆ１
ドライバー、現在は医療法人さわらび会副理事長・統括本部長である
山本左近氏と、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授である鵜飼
宏成教授による対談を行っていただきます。レーシングドライバーとし
て活躍するかたわら、時代や自らの適性に合わせ単線ではない複線で
のキャリア形成の必要性を提唱し、本人も学び直しをしながら、福祉施
設の経営にあたられている山本氏、名古屋市立大学で文科省の実務
家教員養成プログラムに取り組んでおり、リカレント教育の分野では第
一線で活躍している鵜飼教授。それぞれの観点から人生100年時代の
生き方に迫ります。人生100年時代の到来で、我々が社会とどうかかわ
りあって行くべきか。そもそもリカレントって何？　リカレント教育・学
び直しの大切さについて。行政における学び直しの取り組みやについ
て。そして、学び直すことの本当の意味とは…といった私たちがこれか
ら避けて通れないテーマについて語っていただきます。

授賞式が終わり、例会のラストは、アーティストパフォーマンスとな
ります。昨年の名古屋人間力大賞ではシンガーソングライターの清
貴さんをお招きしましたが、今回は、ワールドシップオーケストラに
よる大人数での演奏で、会場を華やかに盛り立てます。ワールドシッ
プオーケストラは、オーケストラ音楽に親しみのない海外の子供た
ちに、本物の音楽を届け、世界に音楽を溢れさせるために活動して
いる団体です。パフォーマンスを通して、ファイナリスト者や会場の
参加者が、さらに一歩を踏み出して社会に貢献する活動へとチャレ
ンジしていけるようにエールを送ります。

対　談
CONVERSATION

ワールドシップ
オーケストラ▶

鵜飼宏成教授
プロフィール▶

山本左近氏
プロフィール

山本左近氏

鵜飼宏成教授

ワールドシップオーケストラ

「人生100年時代
の人材育成
（内閣府）」

「社会人の学び直
しに関する現状
（文部科学省）」▶
　

▶

▶


