
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 7 月発行

NPO入門セミナーのご案内 

ＮＰＯ法人数…全国と熊本県・八代市のＮＰＯ法人数 

お知らせ掲示板①…ＮＰＯからの情報が満載（７月～９月）  

お知らせ掲示板②…ボランティア募集 

お知らせ掲示板③…会員募集 

災 災害義 金 救 資 市 義 金 救 資 情

平成２３年４月末日現在 

■ 全 国認証数 42,556 団体 

■ 熊本県認証数   531 団体 

■ 八代市認証数   18 団体 

■「内閣府ＮＰＯホームページ」http://www.npo-homepage.go.jp/ 
内閣府国民生活局が作成するホームページで、ＮＰＯ法人制度や手続きの解説、内閣府申請・認証団 

体に関する情報公開。ボランティア団体のイベント情報の提供等を目的に作成されています。 

■その他、くまもと県民交流館パレアの HP 等をご利用ください。 

情報を自分のものにしましょう。 

 

この情報紙は、地域の情報からＮＰＯ・ボランティア活動に関する様々な

情報を提供することを目的に作成しています。  

皆さんからの情報やイベントに関するお問合せなどをお待ちしています。

ＮＰＯ入門セミナーのご案内 
ＮＰＯ（市民活動）の第一歩、“NPO って何だろう？”

“法人化するとどうなるの？”などについて考えます。 

お気軽にご参加ください。

 

日 時：７月２８日（木）19:00～20:30 

場 所：やつしろハーモニーホール ３階中会議室 

対 象：ＮＰＯや市民活動（ボランティア）に関心 

のある方ならどなたでも 

申込み：八代市 市民活動支援課 

電 話：３３－４４８２ 

ＦＡＸ：３３－５０３３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七夕こども大会 
【合掌子供会】

今年も「やすらぎ保育園」、ボランティアグループ「し
らさぎ会」の協力で開催します。今回は元警察官の山元工
氏を講師に「安心安全の夏休みを」というテーマでお話い
ただきます。 

 
【日 時】７月２日（土）19:00～20:30 
【場 所】八代市植柳元町 明泉寺 本堂 
【対 象】どなたでも 
【参加費】無料 
【問合せ】明泉寺内 合掌子供会 

ＴＥＬ 0965-32-5802 
ＦＡＸ  0965-31-6622 

新・聞法のつどい ８月例会 
【合掌子供会】

「聞法のつどい」では、各分野から講師を迎え、お話を聞
いています。今回は、済生会三角病院長・藤岡正導氏を迎え
「脳卒中にならないために」のテーマでお話を聞きます。 

 
【日 時】８月２８日（土）20:00～22:00 
【場 所】八代市植柳元町 明泉寺 本堂 
【対 象】どなたでも  【参加費】無料 
【問合せ】明泉寺内 合掌子供会  

ＴＥＬ 0965-32-5802 
ＦＡＸ  0965-31-6622 

思春期の子どもと向き合う 
おとなたちのシンポジウム 

【NPO 法人 日本教育相談研究所
『くまもと教育会Ｔ・Ｔ』】

子どもの不登校・非行・子育てなどと関わる「親や支援者
（=おとな）たち」が一同に集まり、自分たちの思いを語
り合うシンポジウムを開催します。 
 
【日 時】８月６日（土）13:30～16:30 
【場 所】ウェルパルくまもと（熊本市大江 5 丁目 1-1）
【対 象】どなたでも  【参加費】無料 
【問合せ】NPO 法人 日本教育相談所『くまもと教育会 T・T』

（担当：清田）
ＴＥＬ 096-366-1080 
ＦＡＸ 096-371-3871 
携 帯 090-7383-0183 

日本語指導者養成講座 in 八代 
【地域日本語支援やつしろクラブ】

「生活者としての外国人」を支える日本語指導者養成とし
て講座を実施します。地域の生活の場での日本語指導が可
能となる人財育成を目指しています。 
 
【日 時】７月～１２月中（計８回） 10:00～16:00
     ※今後の予定 7/30(土)、8/18(木)、9/17(土)
【場 所】やつしろハーモニーホール 
【対 象】どなたでも 
【参加費】無料 
【問合せ】ＮＰＯ法人 日本語サポートあさ（担当：尾上） 

ＦＡＸ 0965-62-2641 

地球にやさしく、 

お財布にもやさしくなるワークショップ 

【次世代のためにがんばろ会】
 

【日 時】７月３日（日）13:00～15:30 

【場 所】やつしろハーモニーホール多目的ホール 

【対 象】どなたでも 

【参加費】無料 

【内 容】(1)八代市のごみに関するお話 

     ・八代市におけるごみ処理施設と処理の現状 

     ・ごみの減量化に関する市の取り組みの紹介 

     (2)本会によるごみ減量とリユース問題の学習

     ・ごみ減量：弁当劇 

     ・プロジェクターでの学習（地球温暖化防止）

     (3)展示ブースでの説明・照会など 

     ・リユース食器の貸出システム紹介 

     ・段ボール箱を使った生ごみの堆肥化実演 

     ・風呂敷包み体験 

     ・エネルギーの消費カードゲーム など 

【主 催】次世代のためにがんばろ会 

【問合せ】次世代のためにがんばろ会 

     ＴＥＬ 0965-32-5081（松浦） 

    「星空ミニ映画会」へのお誘い
【お話ボランティア「山猫軒」】

毎年恒例となった、いぐさの里公園でのミニ映画会を開
催します。小さな子ども向けの、楽しくてためになる映画
は大人でも十分に楽しめます！星空の下、涼しい夜風にあ
たりながら、一緒に楽しい時間を過ごしましょう！ 

 
【日 時】７月３１日（日）19:30～ 
【場 所】千丁いぐさの里公園 
【対 象】どなたでも 
【参加費】無料 
【問合せ】ＴＥＬ/ＦＡＸ 0965-46-2061(代表：谷井)
     ※昼間は不在がちになりますので、夜間若しく

は、ＦＡＸでお問合せください。 

氷川・河俣川の清掃活動 
【ＥＣＯ推進宣会】

氷川や河俣川のゴミをカヤックや沢登りを体験しながら
拾って、自然を満喫するとともに、自然に感謝しよう！ 
 
【日 時】７月３日（土）8:00～12:00 
【場 所】立神峡下流にある堰から上流 
【対 象】小学校５年生以上の健康な方 
【参加費】無料 
【問合せ】ＥＣＯ推進宣会 小佐井 慎也 

ＴＥＬ 090-8408-0051 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八代市ＰＴＡ研究大会 
【八代市ＰＴＡ連絡協議会】

子ども達の健やかな成長のために親として、また、子供
に関わる者としての学びの場です。 
 
【日 時】８月２０日（土）13:00～ 
【場 所】パトリア千丁  【参加費】無料   
【対 象】八代の子ども達に関わる全ての方が対象 
【問合せ】八代市生涯学習課内 ＰＴＡ事務局  

ＴＥＬ 0965-30-1113 

思春期の子どもと向き合うおとなたちの会

『ひなたぼっこの会』 
【NPO 法人 日本教育相談研究所『くまもと教育会Ｔ・Ｔ』】

子どもの不登校・非行・子育てなどの悩みをお互いに語り
合う座談会（グループカウンセリング）を開催します。 
 
【日 時】奇数月の第１土曜日 14:00～16:30 
     ※今後の予定 7/2(土)、9/3(土)、11/5(土)
【場 所】八代教育会館（１階 志誠館高等学院八代校）
     大手町１丁目 59-2 
【対 象】どなたでも 【参加費】200 円（会員無料）
【問合せ】NPO 法人 日本教育相談所『くまもと教育会 T・T』

熊本支部 ＴＥＬ 096-366-1080 
ＦＡＸ 096-371-3871 

八代支部 TEL/ＦＡＸ 0965-65-8008  
携帯 090-7383-0183（担当：清田） 

ひきこもり支援相談 
【ＮＰＯセールボートクルーズ】

ひきこもり支援相談として、自宅訪問などを行っていま
す。お気軽にご相談ください。 
 
【日 時】日々行っています 
【対 象】ひきこもり・不登校（小・中学生） 
【問合せ】一般社団法人 ひきこもり支援相談士協議会 
     支援相談士 大橋 満良 

ＴＥＬ 090-2038-4501 

24 時間テレビ 34「愛は地球を救う」八代会場     【24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ボランティア協力会】

募金のお願いとボランティア募集 

【内 容】八代宮鳥居前をはじめ、八代市・郡 12 ヶ所で皆様の愛の募金を受け付けます。また、市内 2 ヶ所でイベン 

トを開催します。ボランティアに興味のある方は参加してみませんか。 
【日 時】８月２０日（土）10:30～２１日（日）20:00 ※全国一斉開催 
【場 所】○イベント会場 

８月２０日（土）13:00～ジャスコ八代店（オープニングセレモニー＆イベント） 
８月２１日（日）13:00～やつしろハーモニーホール（さわやかヤングステージﾞ）   

○募金会場（会場により時間が異なります）※募金会場の詳細は 8 月 1 日号の市報をご覧ください。 

２０日（土）、２１日（日）両日実施 八代宮鳥居前、イオン八代店、ジョイプラザ八代店、マックスバリュ八代店、 

氷川町竜北道の駅、マルショク日奈久店、ふれあいセンターいずみ 

２０日（土）実施 本町アーケード、八代駅前広場 

２１日（日）実施 やつしろハーモニーホール、宮原三神宮鳥居前、八代市鏡体育館 

【対 象】ボランティア活動に興味のある方どなたでも 
【申込み】24 時間ﾃﾚﾋﾞ「愛は地球を救う」八代会場実行委員会（24 時間テレビ八代ボランティア協力会） 

ＴＥＬ 090-4585-1991（常任委員会：柴田） 
ＦＡＸ 0965-30-1120（八代市生涯学習課内） 

パトロール艇に乗って海上パトロール 
【九州管区陸海空海難救助隊 八代地区隊】

八代港豪華客船入港を祝し、ボランティアによる八代海の海
上交通安全パトロールを行います。パトロール艇に乗船して
八代海を航海してみませんか。 
 
【日 時】９月１４日（水）7:00～ 
【場 所】八代内港フェリー乗り場駐車場 集合 
【対 象】一般の方１０名程度 ※乳幼児は不可 
【参加費】無料 ※事前の参加予約が必要です。 
【問合せ】九州管区陸海空海難救助隊 八代地区隊（担当：木村）
     ＴＥＬ 0965-46-1084 

 携 帯 090-5940-6193 
 ※申込みが多い場合、抽選により決定します。

ライフステージに応じた食育教室 
【八代市食生活改善推進委員協議会】

 
【内 容】調理実習を通した食生活改善 
     (男性料理講習会、高齢者の健康料講習会、親子食育教室)

【日 時】随時開催 ※ 
【場 所】それぞれの校区で開催しています 
【対 象】どなたでも 
【参加費】食材料費 200 円～300 円   
【問合せ】八代市保健センター内（事務局 担当：古島）

ＴＥＬ 0965-32-7200 
ＦＡＸ 0965-32-7622 

   資源回収にご協力ください 
【NPO 法人 八代福祉開発 集いの家】

イオン八代店の店頭にて資源物の回収を行っています。買
い物の際にでもご活用ください。 
 
【日 時】毎月１１日、２０日 10:00～15:00 
【場 所】イオン八代店 食品売り場入り口 
【回収物】アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、 

新聞紙、広告紙、雑誌、本、ダンボール 
     ※上記以外のものは回収できません。 
【対 象】どなたでも 
【問合せ】NPO 法人 八代福祉開発・集いの家 
     （郡築工場）八代市郡築八番町 75 

ＴＥＬ 0965-37-1460（担当：右田） 



 

 おもちゃのボランティア大募集 

【八代なかよしおもちゃ図書館】

【内 容】おもちゃの消毒のボランティア活動や、「おも
ちゃの広場」の実行委員会になって、広場の企画、手作り
おもちゃ教室の準備、子どもとおもちゃ遊び 
 
【日 時】おもちゃの消毒は月に数回（１回２時間程度） 

おもちゃの広場は年に数回（不定期） 
【場 所】おもちゃの消毒は、市保健センター、公民館 

障害児デイサービス事業所、労災病院 
「おもちゃの広場」は、保育園、幼稚園など 

【対 象】子どもの遊びやおもちゃに関心のある方なら 
どなたでも 

【参加費】無料 
【申込み】八代なかよりおもちゃ図書館 

（代表：植草） 
 TEL/FAX  0965-35-2190 

「やつしろＮＰＯ情報！」第２4 号：平成２3 年７月発行 

★第２4 号をお届けしました。今後も皆さんの役に立つ情報を発信できることを目標に作成してまいります。 

★今回、「団体(イベント)」特集を予定しておりましたが、誌面の関係上、次号以降で掲載をいたします。ご了

承ください。 

★イベントや募集情報・お知らせ、ＮＰＯやボランティア活動に関するご意見などもお待ちしています。 

次号は平成２3 年１０月発行予定です。

白鷺城復活のため会員募集 
【白鷺城復活の会】

八代城を本来の姿（真っ白な石垣）に戻そうという

主旨のもと活動しています。 
 

【内 容】八代城の清掃活動、忍者体験教室等 

【日 時】清掃活動：毎週月曜日 9:30～11:00    

【場 所】八代城高麗門跡（八代宮・市役所側の橋）集合

【対 象】どなたでも 

【参加費】2,000 円（ﾀﾜｼ・ﾌﾞﾗｼ・ｺﾞﾑ手袋・保険代含む） 

【問合せ】白鷺城復活の会（会長：村山 俊臣） 

ＴＥＬ 0965-31-8200（事務局：中村）

ＦＡＸ 0965-32-2334 

会員募集  【美しい球磨川を守る市民の会】

球磨川の清流が復活し、再び源流まで天然鮎が遡上す

る川となることを願い、春と秋に球磨川の源流を訪れる

など、市民が球磨川と触れ合う機会を提供するため活動

しています。 

 

【日 時】例会を随時開催しています 

【対 象】どなたでも 

【会 費】年会費 1,000 円 

【問合せ】美しい球磨川を守る市民の会（代表：出水 晃）

ＴＥＬ 0965-32-2261 

ＦＡＸ 0965-32-2304 

ボランティア募集 
【特定非営利活動法人 八竜会】

【内 容】認知症高齢者のお話相手他 
【日 時】都合の良い時間 
【場 所】グループホームまどか   
【問合せ】グループホームまどか（担当：山口/山下） 

ＴＥＬ 0965-36-1235 

海の日海岸清掃活動  
参加者募集 

【九州管区陸海空海難救助隊 八代地区隊】

毎年、海の日はボランティアによる清掃活動を行っていま
す。今年は、八代内港フェリー乗り場周辺の清掃を行います。
ご家族・ご友人と一緒に清々しい汗をかいてみませんか。 
 

【日 時】７月１８日（月）祭日 8:00～ 

【場 所】八代内港フェリー乗り場駐車場 集合 

【対 象】どなたでも参加できます 

【参加費】無料 

【問合せ】九州管区陸海空海難救助隊 八代地区隊 

（担当：木村）

     ＴＥＬ 0965-46-1084 

 携 帯 090-5940-6193 

 ※天候により中止する場合があります。（小雨程度では実施）

「八代みらいネット」新規会員募集            【八代市男女共同参画社会づくりネットワーク】 

八代みらいネットは、男女ともにいきいきと暮らす社会づくりを目指して、地域で活動する個人及び団体が集まっ

たネットワークです。主に、会員の学習会、レクレーション、市主催事業への参画などをおこなっています。会員

は随時募集しています。 

   

【対 象】個人会員 満２０歳以上の者であって、市内に居住又は通勤・通学する者 

     団体会員 市内に主な活動拠点を有する団体 

【参加費】1,000 円／年 

【問合せ】八代市役所人権政策課内 八代市男女共同参画社会づくりネットワーク（八代みらいネット） 

ＴＥＬ 0965-30-1701 事務局（担当：徳田）       ＦＡＸ 0965-46-1950 


