
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 10 月発行

NPOスタートアップセミナーのご案内 

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（１０月～１２月）  

お知らせ掲示板②…ボランティア情報！ 

お知らせ掲示板③…会員募集 

特集（活動紹介）…次世代のためにがんばろ会「リユース食器の貸し出し」 

平成２３年７月末日現在 

■ 全 国認証数 43,116 団体 

■ 熊本県認証数   551 団体 

■ 八代市認証数   19 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スタートアップセミナー 
ＮＰＯに興味がある方、ＮＰＯをもっと知りたい方、ＮＰ

Ｏを立ち上げたい方などを対象としたセミナーを開催しま

す。詳しくは、お知らせ掲示板①をご覧ください。 

【第２回】 

日 時：10 月 5 日（水）13:30～15:30 

場 所：八代会場（熊本高専八代キャンパス駅前ブランチ）

    ※旧第一映画館 

【第３回】 

日 時：10 月 19 日（水）13:30～15:30 

場 所：八代会場（熊本高専八代キャンパス駅前ブランチ）

    ※旧第一映画館 

事前のお申込みが必要です。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「不登校サポート無料相談」実施中！ 
【ＮＰＯ法人リレーション】

 ＮＰＯ法人リレーションは、「SAVE THA 不登校」を
モットーに、平成２３年６月に特定非営利活動団体として
スタートしました。 
 「不登校かも・・・」と思われたら、まずは不登校サポ
ート無料相談にてご相談ください。 
 また、不登校サポート無料相談以外にも、以下のような
サポートを行っています。 
 □不登校生徒へのカウンセリング 
 □訪問での登校／生活指導 
 □学習指導、保護者や先生方へのフォロー等 
 不登校に関する事はトータルに行っています。 
 
【日 時】随時受付中 
【場 所】熊本県八代市錦町 16-4 

（心理療法施設心クリニック横） 
【対 象】生徒・保護者・先生など、不登校という問題 

に悩まれている方皆様が対象です。 
【料 金】無料 
【問合せ】ＮＰＯ法人 リレーション 
      ＴＥＬ 0965-32-9776 

ＦＡＸ 0965-32-9776 
E-mail npo.relation@gmail.com 
ＨＰ  http://nporelation.client.JP/ 

第１１回九州「川」のワークショップ in 球磨川
【球磨川水系ネットワーク】

【内 容】山・川・海での活動発表と交流会を清流川辺川
で開催します。 

【日 時】１０月１日（土）午後０時３０分～午後６時３０分
     交流会 １日 午後７時００分～ 
      交流会 ２日 午前９時３０分～午後０時３０分 
【場 所】会 場 球磨郡相良村柳瀬構造改善センター 
     交流会 茶湯里温泉 
【対 象】どなたでも見学、参加できます 
【参加費】無料 ※懇親会は有料となります 
【問合せ】事務局 右田 
     携 帯 090-4489-6198 

新・聞法のつどい １１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、天草出身で、元大阪高校教諭の中村達
也氏を迎えて話を聞きます。 
【日 時】１１月２８日（月）午後８時～午後１０時 
【場 所】八代市植柳元町 明泉寺 
【対 象】どなたでも 【参加費】無料 
【問合せ】明泉寺内 聞法のつどい事務局 

ＴＥＬ 0965-32-5802 

ちびっこ彦一フェスタ 
【彦一フェスタ実行委員会】

【内 容】紙芝居や絵本、語りによる彦一とんち話のお話
会を開催します。その他にも彦一弁当や、彦一
スイーツの販売なども行います。 

【日 時】１１月２０日（日） 
【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】彦一フェスタ実行委員会 岡田・堀 

ＴＥＬ 0965-39-7555 

ライトダウン in くまもと（やつしろ）
【八代エコキーパーズ】

１５分間の消灯と対話の時間を持つ省エネ活動です。 
詳細は「ごろっとやっちろ」で！

 
【日 時】１２月２５日（日）午後８時４５分～午後９時
【対 象】八代市内一円 
【問合せ】事務局 松浦 ＴＥＬ 0965-32-5081 

地域日本語支援やつしろクラブ 

一周年記念講演 
テレビなどでお馴染みのスリランカ出身の日本人 

“にしゃんたさん”による講演と落語の会です。 

演題「ちがいを楽しみ 力にかえる」

          ～ことばの壁をこえて～ 

 

【日 時】１０月２３日（日） 

午後１時３０分開場 

              午後２時００分開演 

【場 所】やつしろハーモニーホール

（市民ホール）

【入 場】無料 

【問合せ】代表 内山 0965-35-4285 

        中村 0965-34-7339 

２０周年記念 

「おもちゃの広場」開催！ 

【八代なかよしおもちゃ図書館】

【内 容】八代なかよしおもちゃ図書館の２０周年を記念 
して、「おもちゃの広場」を開催します。 
木のおもちゃや世界の珍しいおもちゃなどの 
グッド・トイに直接触れて遊ぶことができます。

【日 時】１０月１７日（月）午前１０時～正午 
【場 所】おもちゃの森「うーたん」 
     八代市通町 6-46 ミカエル堂さんの裏 
     ※駐車場有 
【対 象】主に未就園児とその保護者 
【参加費】無料 
【申込み】八代なかよしおもちゃ図書館（代表：植草） 

 TEL/FAX  0965-35-2190 
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２０１１みなと八代フェスティバル時の 

海上警戒ボランティアスタッフ募集！ 
【ＮＰＯ法人熊本県海難救助隊】

毎年、みなと八代フェスティバル時はボランティアによる
海上警戒を行なっています。 
また、パトロール艇で艦船の入港歓迎、 
出港見送りも併せて行います。 

 

【日 時】１１月５日（土）、６日（日） 

     ※時間は申込みの際にお問い合わせください。

【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】５００円（傷害保険代他） 

【問合せ】ＮＰＯ法人熊本県海難救助隊（担当：木村） 

 携 帯 090-5940-6193 

 ＦＡＸ 0965-33-2263 

E-mail  dreamshironet@yahoo.co.jp 

若者リーダー募集！   【ＥＣＯ推進宣会】 

 やつしろ全国花火競技大会当日、多くの障害者の方が県
内外からお越しのお客様を迎え入れる準備をしています。
その活動をサポート、協働頂けるボランティアを募集いた
します。 
【日 時】１０月２２日（土） 
     Ａグループ 午前７時～午後３時（会場設営） 
     Ｂグループ 午後５時～午後１０時（ゴミ分別村）
【場 所】球磨川河川敷緑地公園 バスツアー席エリア 
【対 象】一般・学生 ※学生の方は午後６時まで 
【参加費】無料 ※お弁当・飲料水は準備いたします。 
【問合せ】八代よかとこ宣伝隊 中村 

熊本支部 ＴＥＬ 0965-31-8200 
ＦＡＸ 0965-32-2334 

第３７回 ボランティア（あしなが） 

Ｐウォーク１０ 開催！ 

     【24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ボランティア協力会】

本Ｐウォークは、病気や災害等で親を亡くした子供たちの
進学支援について、参加者が共に考えながら１０キロを歩く
ボランティア活動です。 

自分のペースで歩いていただき、途中、自然や歴史探索を
楽しみながら、自らの健康増進と仲間作りにご家族お揃いで
気軽に参加してください。 
【日 時】11 月 13 日（日） 午前 9 時（受付開始） 

午前 10 時（開会） 

【場 所】球磨川河川敷スポーツ公園（専用テントが目印） 

【対 象】ボランティアに興味のある方はどなたでも 

【参加費】大人・大学生 500 円   中・高校生 300 円 

小学生以下 100 円 ※保険・資料代・記念品代等 

【申込み】あしながＰウォーク１０八代実行委員会 

（24 時間テレビ八代ボランティア協会） 

ＴＥＬ 090-4585-1991（常任委員会：柴田） 

ＦＡＸ 0965-30-1120（八代市生涯学習課内） 

※当日、窓口で受付ができます。 

特定非営利活動法人ＮＰＯくまもと主催 

ＮＰＯスタートアップセミナー・トップリーダーミーティング 開催！！ 

＜トップリーダーミーティング＞ 
全国のＮＰＯ界を代表する講師を招き、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰやﾌｧﾝ

ﾄﾞﾚｲｻﾞｰの能力を身に付けるための講座を開催！ 

 

【日 時】第２回 10 月  6 日（木） 9:30～12:30 

     第３回 10 月 20 日（木） 同上 

     第４回 11 月 3 日（木） 同上 

     第５回 11 月 17 日（木） 同上 

     第６回 12 月 8 日（木） 同上 

     第７回 12 月 22 日（木） 同上 

【場 所】八代会場（八代市萩原町 2 丁目 8-10） 

熊本高専八代キャンパス駅前ブランチ 

【対 象】熊本県認証ＮＰＯ法人のトップリーダー 

【参加費】無料 

＜ＮＰＯスタートアップセミナー＞ 
ＮＰＯに興味のある方から、立ち上げたい方、もっとも

っと知りたい方など初心者向け講座を開催！ 

 

【日 時】第２回 10 月  6 日（木）13:30～15:30 

     第３回 10 月 20 日（木） 同上 

     第４回 11 月 3 日（木） 同上 

     第５回 11 月 17 日（木） 同上 

     第６回 12 月 8 日（木） 同上 

     第７回 12 月 22 日（木） 同上 

【場 所】八代会場（八代市萩原町 2 丁目 8-10） 

熊本高専八代キャンパス駅前ブランチ 

【対 象】熊本県認証ＮＰＯ法人のトップリーダー 

【参加費】無料 

※ どちらも、事前のお申込みが必要です。申込み・問い合わせは以下まで。 

特定非営利活動法人ＮＰＯくまもと 担当（山本） 電話（096-352-8852） 又は 

  ＮＰＯ法人ネット八代 担当（岡田・斎藤） 電話（0965-39-7555） 

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 



 

 

「やつしろＮＰＯ情報！」第２５号：平成２3 年１０月発行 

★第２５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２４年１月発行予定です。

「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 

ストレス解消と健康法を実践！！ 
【八代太極道協会】

楊名時太極拳を中心に、ストレッチや健康体操等を取り
入れ、易しく、楽しくをモットーにしたものです。 
 日頃のストレスを解消し、毎日を楽しく過ごすための健
康法を実践いたしますので、健やかな心と身体を一緒に創
りましょう！ 
【日 時】毎週月曜日 午前１０時～午前１１時 
           午後 ２時～午後 ３時 
           （椅子に腰掛けて行う気孔法） 
           午後 ７時３０分～午後９時 
     ※いずれの時間帯に参加されてもＯＫです 
【場 所】やつしろハーモニーホール ２階 練習室 
【対 象】どなたでも（初めての方も大歓迎） 
【参加費】２千円（月額会費） 
【問合せ】八代大極道協会（代表：岩見 満子） 

ＴＥＬ 0965-35-1231 

 

 

お問い合わせ先 

次世代のためにがんばろ会 ＴＥＬ：０９６５－３２－５０８１  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ganbarokai.web.infoseek.co.jp/ 

お 皿 1,000 枚    お 椀   100 枚

小 器 1,000 枚    中 器 1,000 枚

スプーン（大）  50 本  お 箸   200 膳

スプーン（小） 100 本   コップ  200 個

八代市内の市民活動団体「次世代のためにがんばろ会」

では、イベント等で使われた「簡易プラ容器」や「紙皿」、

「紙コップ」などが資源として分別されず、「燃えるごみ」

として出されていることに危機感を持たれ、リユース食器

の無料貸し出しを始められました。  

 既に、多くの町内や地域イベントでもリユース食器の利

用がはじまっています。 

 イベントには、財布にも環境にもやさしい、リユース食

器を是非ご活用ください！  


