
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

平成 24年 7月発行 

■ 全国認証数 45,280団体 

■ 県内認証数    622 団体 
平成 24年 4月末日現在 

■ 市内認証数    23団体 
平成 24年 6月末日現在 

 

この情報紙は、地域の情報からＮＰＯヷ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。 

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ヸムペヸジで、ＮＰＯ法人制度や手続きの解説、内閣府申請ヷ認証団 

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法人数 

 

 

■ 登 録 数    9団体 
平成 24年 6月末日現在 

八代市市民活動団体登録数 

※随時、登録申請受付中です！ 

 

 

◆ＮＰＯ法人数…全国と熊本県ヷ八代市のＮＰＯ法人数 

◆八代市民活動団体登録数 ◆ＮＰＯセミナヸinやつしろ開催！！ 

◆お知らせ掲示板…ＮＰＯからの情報が満載（7月～9月） 

◆市民活動支援課からのお知らせ 

『ＮＰＯセミナーinやつしろ』 を開催します！ 
市民活動の情報交換・交流に必要な、 

地域づくりの活動拠点について考えます！ 

○と き  ７月１９日（木）19:00～20:30 

○とこ ろ  八代市役所 １階 食堂 

○問合せ  八代市市民活動支援課 0965-33-4482 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木陰の森発見！憩いの森をつくりましょう 

【球磨川河畔林みんなの森 有志の会】  

 球磨川河川緑地の川岸に小鳥のさえずる素晴らしい

森が出現しました。活用できる森になりますよう、草刈

作業を一緒にしませんか？次世代に残したいと、許可を

頂いての作業です！ 

【日 時】９月８日（土）9:30～（２時間程度） 

【場 所】球磨川河川緑地 新萩原橋下 

【対 象】どなたでも  【参加費】なし 

【問合せ】右田 ℡：090-4489-6198 

「こども天国 魚つかみどり大会」参加者募集 

【美しい球磨川を守る市民の会】 

第４５回八代くまがわ祭りの協賛事業として、「子ど

も天国 魚つかみどり大会」を行います。鮎、鰻、鮒な

ど生け捕りにしてお持ち帰りヷヷヷ若しくはその場で炭

焼きにしてもＯＫです。ご家族でお越しください。 

【日 時】８月５日(日) 14:00～16:00 ※受付 12:30 

【場 所】球磨川河川緑地 せせらぎ水路 

【対 象】小学生以下 100 名（当日現場にて先着順） 

【参加費】無料 ※スタッフも募集しております！ 

【問合せ】事務局 出水 晃 ℡：0965-32-2261 

     共催：萩原自治会 

★団体紹介★※会員募集中です！ 

 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活動しています。 

 

おもちゃの広場「ゲヸムで遊ぼう！」 

【八代なかよしおもちゃ図書館】 

ドイツのカヸドゲヸムやファミリヸゲヸムは、年齢を問

わず遊べて、自然とコミュニケヸションの輪が広がりま

す！気軽に体験してみませんか？幼児向けの簡単なゲヸ

ムやおもちゃも用意してあります！ 

【日 時】８月３日（金）13:30～16:30 

【場 所】代陽公民会 1 階 和室【対 象】主に小学生以

上 

【参加費】無料 ※未就学児は保護者同伴でお願いします 

【問合せ】植草 ℡：0965-35-2190（Fax 兼） 

★活動紹介★ 

 今回は、夏休みの１日をテレビや携帯 

ゲヸムからちょっと離れて、初めての人同士 

楽しく遊ぼう！という企画です。 

夏休みの楽しい思い出に！ 

丂夕会の開催 【地域日本語支援やつしろクラブ】 

外国から来た人達との交流会を開催します。丂夕の

飾りつけや、国際結婚したカップルをお祝いするため

に小さなパヸティも行います。当日は、けん玉体験も

予定しています。ぜひ、ご参加ください！ 

【日 時】７月７日（土）15:00～18:00 

【場 所】八代教育会館 ２Ｆ 

【対 象】どなたでも 

【参加費】１家族 200 円 

【問合せ】代 表 内山 ℡：0965-35-4285 

★活動紹介★ 

今回は、３月の文化交流会につづき、夏のイベント

として『丂夕会』を開催します！在住外国人も少し

ずつ参加される方が増えています。共通語は日本語

ですので、多くの方の参加をお待ちしています！ 

 

 

 

丂夕こども大会      【合掌子供会】  

 子ども会の創設以来、続いてきた年中行事です。今年

は堀健二氏(八代市)のマジックと朽木洋子さん(熊本市)

のリサイタルを計画しています。 

【日 時】７月７日（土）19:00～ 

【場 所】明泉寺(八代市植柳元町） 【参加費】無料 

【対 象】幼児からお年寄りまで 

【問合せ】 ℡：0965-32-5802 

「あなたらしく」生きるために、 

一緒に活動してみませんか？ 

【八代市男女共同参画社会づくりネットワヸク】 

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や団体が集まり、積極的に活動して

います。 

【対 象】個人会員…満 20 歳以上で、八代市内に居住 

又は通勤ヷ通学する人 

     団体会員…八代市内に主な活動拠点を有する団体 

【参加費】年会費 1,000 円 

【問合せ】八代市役所人権政策課内（担当：山下ヷ徳田） 

℡：0965-30-1701 Fax：0965-46-1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員学習会の様子   会員レクレヸションの様子 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 時間ﾃﾚﾋﾞ 35「愛は地球を救う」八代会場 

～募金のお願いとボランティア募集～ 

        【24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力会】  

 八代宮前をはじめ、八代市ヷ郡 11 ヶ所で皆様の愛の

募金を受け付けます。市内２ヵ所でイベントも開催します。 

【日 時】8 月 25 日(土）10:30～26 日(日)20:00 

全国一斉開催！ 

【イベント】８月１９日（日）13:00～ 

やつしろﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ(共催事業：さわやかﾔﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ)) 

     ８月２５日（土）13:00～ 

イオン八代店（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ＆イベント） 

※募金会場の詳細は８月１日の市報をご覧ください。 

【対 象】ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に興味のある方 【参加費】無料 

【問合せ】柴田 ℡：090-4585-1991 

第 2 回「清流に遊び清流に学ぶ」 

日本一の清流を下ろう！川辺川カヌヸツアヸ 

【球磨川水系ネットワヸク】  

 球磨川流域に暮らす方々に、川遊びの楽しさを知って

いただく川辺川カヌヸツアヸです。次世代をになう子供

たちに川遊びの楽しさを伝えられるよう、お父さん、お

母さん達にたくさん参加していただけたらと思います。 

【日 時】７月１５日（日）9:00 集合～13:00 終了 

     ※予備日：７月２２日（日） 

     ※第３回を８月１２日（日）に予定中！ 

【集 合】球磨郡相良村柳瀬構造改善センタヸ前川原 

【対 象】小学生以上の親子 

【参加費】親子ペア 3,000 円 

【問合せ】右田 ℡：090-4489-6198 

第 13 回「山猫軒」星空ミニ映画会 

【お話ボランティア「山猫軒」】 

 夏の夜風にあたりながら、映画を見ませんか？ 

子どもの向けの１６ミリ映画等を予定しています。

（合間には会員による歌やドッグダンスを行います） 

【日 時】７月２２日（日） 

19:30～ ※１時間程度 

【場 所】千丁いぐさの里公園 

（雤天の場合は中止となります） 

【対 象】どなたでも 【参加費】無料（申込丌要） 

【問合せ】谷井 ℡：0965-46-2061 ※夜のみ可 

      
五家荘観月会＆リフォヸムファッションショヸ

【次世代のためにがんばろ会】 

 八代の素晴らしさを地域住民が目で見て、肌で感じる

ことで、全国に“八代”をアピヸルすることにつながる

と考え、平家の落人伝説で知られる秘境「五家荘」で、

地域住民が参加しての町おこし「五家荘観月会＆リフォ

ヸムファッションショヸ」を開催します。 

【内 容】竹箸づくり体験、森林文化体験、 

郷土料理を満喫しながら、五家荘の御神楽や 

久連子古代踊り、着物ﾘﾌｫｰﾑﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ（演 

奏：百福合奏団）鑑賞など 

【日 時】９月２９日（土）15:00～21:00 

９月３０日（日）  9:00～観光（自由帰宅） 

【場 所】泉町五家荘 

【参加費】3,000 円（保険ヷ会場代含む） 

     ★宿泊希望者は事務局でご紹介します。 

【問合せ】松浦 ℡：0965-32-5081  

 
 

ライフステヸジに応じた食育教室 

【八代市食生活改善推進員協議会】 

【内 容】調理実習や食生活改善のためのお話 

     (親子クッキング、男性料理、高齢者の健康料理講習会) 

【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】八代市保健センタヸ内（担当：古島）  

℡：0965-32-7200 Fax：0965-32-7622 

 

  

 

 

熊本ヷ八代産の木をもっと身近にヷヷヷ 

【ＮＰＯ法人 木の未来舎】 

 熊本ヷ八代の森林から産み出される木をもっと身近に

感じていただける活動を通じて、木のファンづくりを推

進しています。体験型観光などにも展開しながら、ゆく

ゆくは八代産の木の家を都会に建てて頂けるよう、八代

産の森の木をＰＲしていきます！八代産の杉の木を使っ

たチェアヸキット（組み立て式）も取り扱いを始めます。

木工に興味のある方などお気軽にお問合せください。 

【問合せ】松田 ℡：090-8416-0333 

Mail：kinomiraisya@yahoo.co.jp 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、スチヸル缶、ペットボトル、 

新聞紙、広告紙、雑誌、本、ダンボヸル 

※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】右田 ℡：0965-37-1460 

「やつしろＮＰＯ情報！」第２８号：平成２4 年７月発行 

★第２８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ヷお知らせ、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１０月発行予定です。 

★ 審査を公開します ★ 団体によるプレゼンテーションを見にきませんか？ 
八代市では、今年度から地域の課題解決のため団体と市とが協働して取り組み、市民サヸビスの向上を

図る「八代市がまだしもん応援事業」を実施します。事前の書類審査で選考された事業について、審査委

員会が提案団体のプレゼンテヸションにより審査を行います。この審査をはじめ、支援事業の選定、事業

の執行、成果報告に至るまで、可能な限り公開します！ 

〔公開審査〕 ■日 時…７月２７日（金）14:00～ ■場 所…市役所 ５階 大会議室Ｂ 

       ■問合せ…市役所市民活動支援課 ℡：0965-33-4482 
 

★ 市民活動団体の登録について ★ 登録団体を紹介します（６月末現在） 

 １．次世代のためにがんばろ会       ２．地域日本語支援やつしろクラブ 

３．八代エコキヸパヸズ           ４．八代難病友の会「虹の会」 

５．ＮＰＯ法人二見わっしょいファヸム    ６．ＮＰＯ法人リレヸション 

７．ネイチャヸやつしろ          ８．ＮＰＯ法人ネット八代 

９．彦市フェスタ実行委員会                      計：９団体 

 

     

     

基調講演のお知らせ  今年 2 月、「次世代のためにがんばろ会」は、ECO JAPAN CUP「市民が

創る環境のまち“元気大賞 2011”」を受賞しました。その審査委員（環境省ヷ総務省ヷ国土交通省ヷ内閣府ヷ

農林水産省等）が、「環境まちづくり」エコツアヸと題し、八代市を訪問されます！審査委員長である木内孝

氏（ダボス会議日本代表）らによる、世界ヷ日本が抱えているごみ問題についてご講演いただきます。今一度、

ごみ問題に真剣に取り組む必要のある八代市（市民ヷ事業所ヷ行政）にとっては、有意義な時間が過ごせるの

ではないでしょうか。 

【日 時】講演会：９月１４日（金） 18:00～ ※1時間程度  ※参加無料  

交流会：講演会後 19:00～  ※参加費 5,000 円 

【場 所】八代ロイヤルホテル  【問合せ】次世代のためにがんばろ会 ℡：0965-32-5081 

 

～市民活動支援課からのお知らせ～ 

登録されると、ＨＰでの団体紹介をはじめ、メールによる情報配信、情報紙への掲載を優 

先することとしています。登録については、市ＨＰに要領、申請書様式等も掲載していま 

すのでご覧ください。 

 

ＮＰＯ法人必見！改正ＮＰＯ法の説明会 

【熊本県男女参画ヷ協働推進課】 

平成２４年４月から施行されている、改正ＮＰＯ法

や認定ＮＰＯに関する説明会を開催します！ＮＰＯ

法人、法人設立をお考えの方、また、興味のある方な

ど是非ご参加ください！ 

【日 時】８月１０日（金）19:00～20:30 

【場 所】やつしろハヸモニヸホヸル 

【参加費】無料 

【問合せ】八代市役所 市民活動支援課 

     ℡：0965-33-4482 


