
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

表紙 全国と熊本県・八代市のNPO法人数 

八代市民活動団体登録数 

Ｐ１ お知らせ掲示板 

NPOイベント情報(1～3月) 

Ｐ３ NPO活動(H24)報告 

平成 25年 1月発行 

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。 

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。 

■ 全国認証数 46,763団体 

■ 県内認証数    659 団体 
平成 24年 11月末日現在 

■ 市内認証数    27団体 
平成 24年 12月末日現在 

 

ＮＰＯ法人数 

■ 登 録 数   13団体 
平成 24年 11月末日現在 

※市ＨＰに一覧を掲載中 

八代市市民活動団体登録数 

※随時、登録申請受付中です！ 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 「新・聞法( )のつどい」3 月例会 

各分野からご講師を迎えお話を聞きます。今回のご講

師は、熊日常務(元熊日八代支社長)河村邦比児氏。テー

マは「一記者の見る世相」です。 

【日 時】3 月 28 日(木)20:00～22:00 

【場 所】八代市植柳元町 明泉寺 【参加費】無料 

【対 象】どなたでも 【問合せ】合掌子供会 

℡：0965-32-5802 

第 6 回しゅんぶんの日 菜の花ウォーク in やつしろ 

【日 時】3 月 20 日(祝) 9 時受付 10 時スタート 

【コース】A：6k ｺｰｽ  B：3k ｺｰｽ(ﾌｧﾐﾘｰｺｰｽ) 

八代市農事ｾﾝﾀｰから九州新幹線沿線の見える菜の花畑
(10ha の菜の花畑に 2000 万本の菜の花が咲きます) 

【場 所】集合は八代市農事ｾﾝﾀｰ(旧農村環境改善ｾﾝﾀｰ) 

【参加費】一般 1,500 円 菜の花ｵｰﾅｰ 1,200 円 

小学生(10 歳)以下 500 円 
菜の花おにぎり弁当・菜種油・ 

保険代含む 

【問合せ】やつしろ菜の花ファーム 987 

℡：0965-52-0965 

八代市厚生会館 開館五十周年記念 

日本舞踊 八代「絆の会」 

【内 容】・古典舞踊八題 

     ・フィナーレ 国指定八代妙見祭を祝う 

      創作舞踊「八代妙見紅道中」披露 

【日 時】3 月 10 日(日)12 時開場 12 時半開演 

【場 所】八代市厚生会館 大ホール ※チケット発売中 

【問合せ】聖流勢長 ℡：0965-35-6128 

※公益信託くまもと 21 ファンド助成事業 

「いっそＤＥフェスタ２０１３」開催！ 

男女共同参画社会づくりのためのイベントとして、今

年度は「向き合い・語りあい・認め合い・男女
と も

にめざ

そう調和の社会」をテーマに開催します。 

【内 容】第 1 部 八代みらいネットによるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

     第 2 部 講演「男女共同参画社会実現の先に

～私たちの暮らしはどう変わるのか～」 

 講師：杉尾秀哉氏(TBS 報道局 解説/専門記者室長) 

  ※手話・託児あり ※託児は要予約(6 ヶ月～就学前) 

【日 時】1 月 27 日(日)第 1 部:10 時～ 第 2 部:13 時半～ 

【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(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは一部有料) 

【問合せ】八代みらいねっと事務局 (人権政策課内) 

℡：0965-30-1701 ：0965-46-1950 

「竜峰山 山開き」と 

「市民ハイキング」参加者募集！ 

登山者の安全と登山愛好者の増大を願って「山開き」

を行います。「山開き」終了後、竜峰山に登頂します。 

なお、先着 100 名には山開き饅頭を進呈します！ 

【日 時】3 月 3 日(日) 午前 9 時集合・雨天決行 

【場 所】竜峰山五合目広場 【対 象】どなたでも 

【参加料】無料 ※申込は丌要です 

【問合せ】八代山の会(山族)℡：0965-38-1300 

丌登校・ひきこもり・いじめ・ 

非行青少年への無料相談実施中   

学校でのいじめや友達関係、デートＤＶなど、思春期に

は様々な悩みや問題が起こります。さらには、無職、ニ

ートや引きこもりから脱却したくてもどうしていいか

わからない青少年。親や友達にも言えない悩み。そんな

時は是非、ご相談ください！あなたの道標になれるよ

う、若い男性スタッフが全力でサポートいたします。 

【日 時】随時 【対 象】中学生～20 代までの男女 

【場 所】NPO 法人リレーション(八代市錦町 16-4) 

【問合せ】NPO 法人リレーション 

     ℡:0965-32-9776 ※完全予約制です 

     :npo.relation@gmail.com 

 

 

「八代地域福祉交流の集い」開催のご案内 
【テーマ】「 未 来 」 

第 1 部 開会式・顕彰会・福祉功労者(団体)表彰 

第 2 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 

【日 時】4 月 28 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 

【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：柴田） 

℡：090-4585-1991 

歩き初め！彦一ゆかりの地をめぐる 

ウォークラリー開催！ 

彦一とんち話を交えながら、お話の舞台とな

ったゆかりの地をあるきます。 

【日 時】1 月 21 日(月) 9:30 受付 10:00 出発 

【場 所】集合は「駅の相談室（JR 八代駅バス停前）」 

【対 象】どなたでも/彦一とんち話に興味のある方 

【参加費】大人 500 円 小学生未満 200 円(保険料含) 

【問合せ】彦市フェスタ実行委員会(岡田・堀) 

 ℡：0965-39-7555 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活に役立つ心理学セミナーのご案内 

心理療法施設心クリニック代表の久保山千春先生を講師

にユーモアセンス抜群(笑)のトークを交えながら、子育て

や仕事、恋愛、夫婦間など人間関係や自分自身の問題な

ど様々なシチュエーションで役に立つ知識を学びます。 

【日 時】第 1 回 2 月 2 日(土) 

「心の病アラカルト①」 

     第 3 回 2 月 16 日(土) 

「人間関係がうまくいくこつ」 
※全５回開催予定！  

セミナー終了後に希望される方には個別相談を実施します。 

【参加費】1 回：1,000 円 

【場 所】心理療法施設心クリニック(八代市錦町16-4) 

【問合せ】NPO 法人リレーション ℡：0965-32-9776 

:npo.relation@gmail.com 

「菜の花畑に案山子をつくろう」募集！ やつしろ菜の花ファーム 987 

【 】1 月 30 日(木)～3 月 8 日(金)    【搬 入】3 月 9 日(土) 午前 9 時～10 時受付 

【 ・ 】八代市農事研修センター(鏡町)  【展 示】3 月 9 日(土) 菜の花畑に配置 

【対 象】保育園・幼稚園・指定団体 ※25 団体 【申込等】詳細は下記までお問合せください。 
【問合せ】℡/ :0965-52-0965 :aijyooka@mocha.ocn.ne.jp 

日本語支援ボランティア研修会 

日本語教室の役割についての講演、日本語講師による

模擬授業を行い、これからの日本語支援活動を効果的

に実施する一助となるように八代のボランティア活

動の紹介などを交え、研修会を開催します。 

【日 時】3 月 9 日(土) 13:00～16:30 

【場 所】やつしろハーモニーホール 3 階 会議室 B 

【対 象】どなたでも 【参加費】無料 

【問合せ】地域日本語支援やつしろクラブ(内山) 

 ℡：0965-35-4285 

このほか、2 月 7 日(木)、八代市役所国際交流係の

丸吉氏の講話や、2 月 23 日(土)には八代ミニ日本語

発表会なども計画し、学習者の日本語力を発表しても

らいます。 

林野庁補助事業の「赤ちゃん木育広場」を展開中 

木育は、小さい頃から木を身近に使うことで、人と木と

の関わりを考えられる豊かな心を育みます。それは、森

を大切にし、地球環境を守ることにつながります。木育

インストラクターによるお話と木のおもちゃの紹介、実

際に親子で木のおもちゃで遊ぶことができます。 

【日 時】都合が合えばいつでも 【参加費】無料 

【場 所】小さい子どもが遊べるスペースであればどこでも 

【対 象】主に就学前の子どもと保護者、 

     その他関心のある方 

【問合せ】八代なかよしおもちゃ図書館(植草) 

     ℡：0965-35-2190（ 兼用） 

～耳の日ふれあい ２０１３～ 

耳が聞こえない事とは、どんなこと？ 

聴覚障害者の理解と、コミュニケーションの拡大を図る

ために、毎年 3 月に「耳の日」として開催しています。

買い物の途中にでもどうぞご観覧ください。 

【内 容】手話教室・手話による歌・手話ダンス・ 

     体験発表・寸劇など 

【日 時】3 月 3 日(日) 

13:00～15:00 

【場 所】イオン八代ショッピングセンター 

1 階 センターコート 

【問合せ】熊本県手話サークル「わかぎ」八代ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

℡：0965-35-0420 

 

～パレアからのお知らせ～ 

平成 24 年 4 月以降に開始された事業から、新会計

基準での会計報告書の提出が必要となっています。

そこで、「NPO 会計基準てなぁに？」「いままでと

何が違うの？」とお悩みのＮＰＯを対象とした会計

報告書の書き方セミナーを開催します。 

【日 時】1 月 24 日(木) 13 時半～16 時 

【場 所】くまもと県民交流館パレア 会議室 1 

【申込み】下記に℡又は でお申込みください 

     ℡：096-355-1186(パレアルーム) 

：096-355-4318(パレア総合受付) 

 地域づくり団体交流会の開催について 

地域づくり団体となる地域住民、行政が相互理解し、

協働、参画するきっかけづくりをするための情報交 

換会を実施します。 

【日 時】1 月 20 日(日)10:00～16:00 

【場 所】やつしろハーモニーホール 

【参加費】昼食・交流会参加者のみ 1,000 円/人 

【対 象】一般の方どなたでも 

【問合せ】火の国未来づくりネットワーク  

事務局 ℡：0965-39-7555（堀） 

か か し 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やつしろＮＰＯ情報！」第 30 号：平成２5 年 1 月発行 
★第 30 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２5 年 4 月発行予定です。 

 

◆ＮＰＯ法人リレーション◆ 

今年一年は、勉強の年でした。少しずつ相談者も

増えてきているので、これからもっと頑張って、

たくさんの青少年のサポートができたらと思い

ます。 

平成２５年度もＮＰＯ法人リレーションを宜し

くお願い申し上げます。 

◆八代山の会◆ 

八代山の会は「安全で楽しい登山」をモットーに

活動しています。毎月 1～2 回の登山活動と毎月

第 2 水曜日の定例会、市民の皆様と行くバス・市

民ハイキング、登山教室の実施や安全登山のため

の登山道の整備、会報誌の発行など幅広い活動を

行っています。登山やハイキングに興味をお持ち

の方大歓迎です。一緒に自然の中での諸活動に参

加しませんか！ ◆八代なかよしおもちゃ図書館◆ 

昨年は、ふだんのおもちゃの消毒・修理の巡回活

動に加えて、11 月にはくまもと江津湖療育医療

センター(熊本市)の福祉機器展への参加、また、

10 月から「赤ちゃん木育広場」を展開してきま

した。 

福祉機器展は 2 年に 1 回、木育広場は今年も引

き続き取り組んでいく予定です。より多くの親子

に手触りの良い、木の香りのするおもちゃにたく

さん触れてほしいと思います。 

◆地域日本語支援やつしろクラブ◆ 

地域日本語支援やつしろクラブでは、八代市内在

住の外国人の方との交流を深めるため、七夕お話

会やクリスマス会などのイベントを開催してき

ました。新たにカナダ、フィリピンからの学習者

も参加されることになり、今年もこのようなイベ

ントを通して、国際交流の一翼を担っていければ

と思います。 

◆ＮＰＯ法人とら太の会◆ 

たくさんの方々にご支援いただいている「とら太

の会」も、今年 30 周年を迎えます。いろんなこ

とがあったなとしみじみ振り返っています。共生

をめざし、小規模作業所や無認可保育所を設立し

たのが 2001 年。その後、学童保育や丌登校、

高齢者の方々の預かり事業を始め、耕作放棄地を

利用した農園や地域の方からお借りした畑を利

用したふれあい農園、緊急時の預かりふれあいホ

ームと広がりも深まってきました。「地域があっ

てこその共生」という言葉を噛みしめながら活動

しています。今年も、全国各地から来会される

方々に、八代の良さを伝えることも私たちの喜び

にしたいと思っています。 

◆駅の相談室（NPO法人ネットやつしろ）◆ 

平成２４年度八代市市民提案型協働（がまだしも

ん応援）事業の採択を受けて、市民・ボランティ

ア・ＮＰＯの中間支援を行うための「駅の相談室」

を市と協働で開設することができました。相談等

への対応やセミナーの開催はもとより、ご利用い

ただく皆様にとって「ホッ」と一息つけるような

暖かな相談室になるよう、日々手さぐりではあり

ますが頑張っています。 

１０名程度であれば会議 

をすることもできますの 

で、お気軽にお問合せく 

ださい。 

ＮＰＯ・ボランティアに 

関することでしたら、まずは「駅の相談室」へ！ 
 

やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報 

やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報やつしろＮＰＯ情報 

★ 市民活動団体の登録について ★登録団体数は １3 団体です（11月末現在） 

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。 

 

～八代市市民活動支援課の１年～ 
 平成２４年６月から、八代市がまだしもん応援（市民提案型協働）事業をスタートさせ、市民活動団

体の皆様から数多くの（協働）事業提案をいただきました。あまり、協働事業に慣れていない八代市に

おいては、まさに“協働元年”といえる年になったのではないでしょうか。これからも、団体・市の強

みを活かし、お互いを高め合いながら、地域の課題解決に取り組んでいきたいと思いますので、皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 1 月下旬に「平成 25 年度八代市がまだしもん応援事業」の募集を始める予定です。詳細は市ホーム

ページへアップしますのでご確認ください。 


