
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

平成 24年 1月発行 

平成２３年１０月末日現在 

■ 全国認証数 43,829団体 

■ 熊本県認証数   571団体 

■ 市内法人数   21団体 

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…ＮＰＯからの情報が満載（１月～３月） 

第２６号特集『今年１年の活動状況』の紹介 

 

情報を自分のものにしましょう 

■「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。 

 

＜ＮＰＯスタートアップセミナー開催中＞ 
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 8 回  1 月 19 日（木）13:30～15:30 

     「一歩差がつくＮＰＯになるために」 
第 9 回  2 月  2 日（木）13:30～15:30 

「ＮＰＯの活動を支えるお金」 

     第 10 回 2 月 16 日（木）13:30～15:30 

     「ＮＰＯの参加のしかた あれこれ」 

【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 

【参加費】無料 ※事前のお申込みが必要です 

【問合せ・申込】特定非営利活動法人ＮＰＯくまもと 

        ℡096-352-8852 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵手紙サークル参加募集！ 
【新日本婦人の会八代支部】  

 絵手紙を書きながら、親睦を深めます。初心者大歓迎
です！！ 
【日 時】１月１６日（月）午後１時～３時半 
【場 所】八代市立図書館 和室 
【対 象】絵手紙に関心のある方（原則として女性） 
【参加費】500 円（絵具・筆・墨汁・水洗・新聞紙等） 
【問合せ】新日本婦人の会 八代支部 

橋本 090-6423-1272 
板平 090-1926-8301 

ひきこもり支援相談 

【ＮＰＯセールボートクルーズ】 

訪問による、ひきこもり支援相談を行っています。 

お申込み、お問い合わせは下記まで。 

【参加費】実費となります。お問い合わせください。 

【申込・問合せ】大橋 090-2083-4501 

ＮＰＯセミナー開催中！！ 
【ＮＰＯ法人ネットやつしろ】 

【内 容】ＮＰＯ法人の基盤強化を図りたいと思われる
方や、法人のトップリーダーの方たちの実践講座が開催
されます。 
【日 時】1 月 19 日（木）、2 月 2 日（木）、16 日（木） 
【場 所】熊本高専八代キャンパス駅前ブランチ 
     （旧第一映画館） 
【対 象】ＮＰＯ法人のトップリーダー 
【参加費】無料 
【問合せ】ＮＰＯ法人ネット八代 ℡ 0965-39-7555 

合掌子供会創立 55 周年記念大会 
【合掌子供会】 

子供会創立 55 周年を迎えて記念式典を催し、次の活
動へのステップとします。 
講師に熊本市真行寺の藤岡崇信師をお迎えします。 
【日 時】3 月 30 日（金）午後 1 時半～ 
【対 象】どなたでも 
【場 所】八代市植柳元町 明泉寺 
【問合せ】合掌子供会 0965-32-5802 

どなたでもご参加ください！ 
【地域日本語支援やつしろクラブ】 

下記の日程で、熊本市から講師をお招きしています。 

ぜひ、ご参加ください。 

【日 時】１月１２日（木）、２６日（木）２月９日（木） 

     ※いずれも１０時半からで、１時間半程度 

【場 所】八代教育会館 

【対 象】どなたでも  【参加費】無料 

【問合せ】代表 内山 和代 ℡ 0965-35-4285 

創立 20 周年記念 

「八代地域福祉交流の集い」開催のご案内 
【24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ボランティア協力会】 

テーマ「力（ちから） ～わたしは、たいせつなひとり～」 
第１部 開会式・顕彰会・福祉功労者（団体）表彰 
第２部 英太郎 トークショー 
第３部 響け心の祭典（歌やﾀﾞﾝｽ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ等の多彩なアトラクション） 

※お楽しみ抽選会もあります 
 
【日 時】4 月 22 日（日）11 時：開場 １２時：開演 
【場 所】やつしろハーモニーホール（市民ホール） 
【対 象】どなたでも参加できます 
【参加費】無料（入場整理券が必要です） 
【問合せ】八代地域福祉交流の集い実行委員会 
     （24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力会） 
     ℡ 090-4585-1991（柴田） 
     Fax 0965-30-1120（八代市生涯学習課内） 

「いっそ DE フェスタ２０１２」開催 
【八代市男女共同参画社会づくりネットワーク】 

 
 男女共同参画社会づくりのためのイベントで、今年度は
「向きあい・語りあい・認めあい、男女にめざそう調和の
社会～絆～」をテーマに開催します。 
 
◆寸劇「ジェンダーかるたで考えよう」 
◆講演「きっと毎日が楽しくなる！心地いい家族のカタチ」 
 講師：山田 亮氏 
    （ｽｰﾊﾟｰ主夫・NPO 法人日本洗濯ｿﾑﾘｴ協会理事長） 
 講演は、仕事や地域活動・育児・介護等で毎日忙しい人
に是非聞いてほしい内容です。堅苦しくなく、楽しい講演
ですので、お気軽にご参加ください。 
おトクな家事情報もありますよ！ 

手話通訳・託児有 ※託児は要予約（6 ヶ月～就学前） 
  
【日 時】1 月 29 日（日）午後 1 時半～ 
【場 所】やつしろハーモニーホール（市民ホール） 
【対 象】どなたでも参加できます 
【参加費】無料 
【問合せ】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）事務局 
     八代市役所人権政策課内（担当：徳田、山下） 

℡ 0965-30-1701 
     Fax 0965-46-1950 

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、高齢者の健康料理講習会、親子クッキング) 
【日 時】随時開催 
【場 所】各地域で活動しています 
【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）  
℡ 0965-32-7200 
Fax 0965-32-7622 

 

 

耳の日ふれあい２０１２ 
【熊本県手話サークル「わかぎ」八代グループ】 

 
◆手話劇   ◆手話ソング♪  ◆クイズ 
◆絵本の読み聞かせなど 
 
【日 時】2 月 26 日（日）午後 1 時～3 時 
【場 所】イオンショッピングセンター八代 
     センターコート 
【対 象】どなたでも 
【問合せ】中村 靖寛 0965-35-0420 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもちゃのボランティア大募集！                      【やつしろなかよしおもちゃ図書館】 
～ボランティア活動の内容～ 
 おもちゃの消毒や「おもちゃの広場」の実行委員となって、広場の企画や手作りおもちゃ教室の準備、子どもとの 
おもちゃ遊びなど・・・ 
【日時・場所】おもちゃの消毒…月に数回(1 回 2 時間程度)市保健センター・労災病院障害児ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所・公民館で実施 

おもちゃの広場…年に数回丌定期で保育園や幼稚園などで実施 
【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 
【問合せ】八代なかよしおもちゃ図書館 代表：植草 ℡ 0965-35-2190（ＦＡＸ兹） 

地域日本語支援やつしろクラブ 

「八代市における日本語を母国語としない在住外国人に日本語支援を通して、お互いの文化的な違いを認

め合い共に生きる、みんなが暮らしやすい「多文化共生」の地域づくりをめざす」ことを目的に活動して

います。１０月２３日（日）には、当クラブの一周年を記念し、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を開催しました。巧みな日本語で来場者を笑わせ、そ

して大切なことを伝えていかれるのを聞いて本当に感激しました。 

「よかった！楽しかった！いいお話でした！」などたくさんの笑顔と感想をいただきました。 

八代市食生活改善推進員協議会 

第 26 号の発行にあたり、今年１年の活動状況報告や写真をいただきました。紙面の都合上、全ての写真を掲載

することができず、また、文章も若干割愛させていただいておりますことを、ご了承ください。 

     

八代なかよしおもちゃ図書館 

１０月１７日（月）に、おもちゃの森「うーたん」で八代なかよしおもちゃ図書館２０周 

年記念「おもちゃの広場」を開催しました！木のおもちゃや世界の珍しいおもちゃなどの 

グッド・トイに数組の親子が直接触れ、楽しそうに遊んでおられました。 

※おもちゃの消毒や、おもちゃの広場開催など、ボランティアでお手伝いいただける方を 

募集しています。 
 

各地域で、ライフステージに応じた食育活動を行いました。 

参加者と一緒に調理実習及び食について学び、食生活改善活動に取り組みました。また、「ねんりんピック」

では、日奈久会場交流会に参加し、私たちヘルスメイトは八代の特産物を使ったお菓子、汁物を提供し、職

を通して全国の方との交流ができ、貴重な体験と楽しい活動ができました。 

 

合掌子供会 

４０年あまり前に子供会の女子会員たちが踊った奉納舞踊を、８７歳の会

長さん率いる「合掌シルバー会」のおばあちゃんたちが、苦労に苦労を重

ね、見事にその奉納舞踊を復元されました。３月３０日の子供会創立５５

周年記念式典で発表するために、今も熱心に練習を重ねておられます。     

（写真は復元された奉納舞踊を踊る様子） 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やつしろＮＰＯ情報！」第２6 号：平成２4 年１月発行 

★第２6 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。 

★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 4 月発行予定です。 

新日本婦人の会八代支部 
年間を通じて、核兵器廃絶と子供の医療費無料化の署名活動を、 

本町アーケード街で行いました。署名に協力して下さった方、有難うございました。５月には、やつしろ

ハーモニーホールに県下の会員が参加して「いきいきフェスタ」を開催しました。講師の熊丸みつこさん

のお話に感動、展示や色々な活動の体験をして盛り上がりました。夏は、広島で開催された、日本母親大

会に５名、広島・長崎の原水爆禁止世界大会にも５名が参加し、平和の大切さ、草の根運動の広がりを学

びました。その他にも、サークル活動として、健康・食・介護・パッチワーク等を楽しんだり、ＴＰＰに

ついての学習会を開くなど、学びの場も設けています。 

八代けん玉育成協会 

八代市内を中心に“けん玉”の伝承と遊び技、体験教室を開催し指導にあたりました。

①パール保育園では、４月～１２月にかけ、計９回、体験教室を開催しました。 

②八代人権フェスティバルでは、けん玉、輪投げ、ビー玉つまみなどの体験コーナーを

設け、皿回しなどは特に中学生を中心に大人気でした。 

※ほかにも、市内のみならず、県外でも同様の活動を行っています。 

 

     

     

八代手をつなぐ育成会 
・小中学校特別支援学級社会見学、キャンプを後援 

・八代手をつなぐ育成会定期大会（6/19千丁公民館 100名参加） 

・八代地域の施設、小中学校を通じて障がい児（者）の人権を守り、特別支援教育や福祉の向上を守るた

めにご協力をお願いしました。・家族支援ワークショップ（10/26障がい児（者）の保護者 43名等） 

・「進学・就学を語る会」（11/19やつしろハーモニーホール）を開催。障がい児（者）の保護者に向け

て進学・就労に関する情報を提供し、質疑応答などを提供しました。 

（お知らせ）ボウリング DEお宝ＧＥＴ！ 

本人部会の一環として、八代手をつなぐ育成会会員とその家族（保護者）によるボウリングを行います。

日時：平成２４年２月５日（日）10:00～12:00 場所：ジョイプラザ八代 問合せ 0965-62-3684 

 

「球磨川源流ツアー」として、５月４日（水）総勢３０名で 

水上村の球磨川源流を訪れました。７０歳代から幼児まで、無事に到着し、皆で弁当を広げ昼食をとり、

帰りは川辺川の清流を堪能してきました。また、３月８日（火）と９月１日（木）に例会を開催し、荒瀬

ダム、瀬戸石ダム、五木ダムの現況について意見交換を行いました。 

美しい球磨川を守る市民の会 

ＮＰＯ法人ネット八代 

ＮＰＯ法人ネット八代は、「彦一とんち話」の故郷八代において、彦一を活かし

たまちづくりを展開し、次世代への「彦一とんち話」と郷土への誇りを伝承する

とともに、「彦一とんち話」を八代の観光資源として育成すべく、彦一フェスタ

実行委員会を立ち上げ、活動してきました。今年は、彦一の語り部を募集しイベ

ントや小学校へお話をさせて頂く機会を設けていただきました。今後も、この活

動は継続していきたいと思います。  

「いっそＤＥフェスタ２０１１」を 1月 30日（日）に開催し、会員による、寸劇や豪華景品が当たるク

イズ大会を行い、来場者と共に男女共同参画について学びました。また、作家の落合恵子さんによる講

演も行われ、市内外を問わず、たくさんの来場者で大盛況のイベントとなりました。また、11 月 27 日

（日）には「会員レクレーション」を開催し、日奈久でクイズウォークラリーを行いました。終始なご

やかな雰囲気で、会員相互の親睦を深めることができました。そのほか、※男女共同参画を啓発するた

め、「ジェンダーかるた」も商品化することができました！ 

八代市男女共同参画社会づくりネットワーク 


