
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

平成 27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。 

■八代市ホームページ http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/ 
■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 49,580団体 

■ 県内認証数    716 団体 
平成 26年 10月末日現在 

■ 市内認証数    27団体 
平成 26年 11月末日現在 

 

ＮＰＯ法人数 

■ 登 録 数   32団体 
平成 26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！ 

 

 

 

 

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 

Ｐ２～４ お知らせ掲示板 

NPOイベント情報(1～3月)、パレア情報 

がまだしもん応援事業情報 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度八代市がまだしもん応援事業 

八代鉄道展 小澤年満のノスタルジー 
 

 鉄道に関する多数の保存記録活動を続けてこ
られた故・小澤年満氏の貴重な鉄道遺産を、広く
市内外に公開することで地域活性化に寄与する
ことを目的として、「第 3 回八代鉄道展 小澤年
満のノスタルジー」を開催します。同時開催イベ
ントとして「小澤年満の OH！SL の世界」も実
施します。大人から子どもまで楽しめますので、
是非、ご来場ください。 
 
【と き】1 月 2 日(金)～12 日(月)  

開館時間 10:00～16:00 

【ところ】八代第一映画(八代駅より徒歩 3 分) 

【テーマ】汽車を動かした人たち 【入場料】無料 

【問合せ】八代観光物産研究会  

090-2583-5515(小澤) 

090-3413-9195(岡田) 
 
≪同時開催≫ 

小澤年満の Oh！SL の世界 
 
【と き】1 月 14 日(水)まで 

開館時間 10:00～17:00(木曜日休館) 

【ところ】松中信彦スポーツミュージアム 

【入場料】大人 300 円 小中高生 200 円 

 

 

 

社会貢献ビジネススキルアップセミナー 
 

コミュニティビジネス等の社会貢献ビジネスに従事

する地域団体、個人を対象に安定的に継続できる地域ビ

ジネスモデルを構築し、地域課題解決に向けて大きく踏

み出せるセミナーを開催します。  
 

【と き】 1 月 28 日（水）13:30～16:30 

【ところ】 やつしろハーモニーホール中会議室 

【講 師】 蓼
たで

原典
はらのり

明
あき

 氏(特定非営利法人えふネット福岡) 

【申込み・問合せ先】 

くまもと県民交流館 NPO ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協働ｾﾝﾀｰ 

℡：096-355-1185  

「いっそＤＥフェスタ 2015」開催！ 
 

男女共同参画社会づくりのためのイベントとし

て、「向きあい・語りあい・認めあい・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プ 

第 2 部 寸劇：「八代彦一とんち話で考えよう」 

    (出演) 八代みらいネット 

講演：笑って考えよう、生活と仕事 
～「何かおかしいな？」を解決するヒント～ 

(講師) 瀬地山
せ ち や ま

 角
かく

さん(ｲｸﾒﾝ 東京大学教授) 

    ※手話・託児あり ※託児は要予約(1 才～就学前) 

【と き】２月８日(日) 第 1 部:10 時～ 

第 2 部:13 時半～  

【ところ】やつしろハーモニーホール 

【対 象】どなたでも 

【参加費】無料(ワークショップは一部有料) 

【問合せ】八代みらいネット事務局 (人権政策課内) 

℡：30-1701 Fax：46-1950 

くま川大好き！球磨川の体験活動発表会 
 
八代のシンボルである球磨川をテーマとした発

表会です。「くまがわ大好きな日」・「川の交流

学習会」等に参加した子供たちの発表や、川の安

全についての講習等も行われます。 
 

【と き】2 月 22 日（日）10 時～15 時 
【ところ】やつしろハーモニーホール大会議室 
【内 容】○球磨川で遊べるよ 学習会 

○球磨川での体験発表 

○川の安全教室ミニ講座 
○RAC 指導者(川の指導者)講習 

【参加料】無 料 

【申込み】次世代のためにがんばろ会 松浦 

℡：0965-32-5081 
 

（故）小澤年満 氏 プロフィール 

昭和 6 年生まれ。八代市の小中学校で教職のかたわ

ら鉄道の撮影活動を続け、その膨大な記録は肥薩線

の近代化産業遺産認定に貢献した。私財を投じて保

存してきた SL「C11 190」は現在も静岡県の大井川鉄

道で活躍している。退職後はミニ SL を市内外各地の

イベントで走らせ、子どもたちに夢を与え続けた。 

平成 26 年度八代市がまだしもん応援事業 

彦 一 を 食 べ て あ る く べ し 
 
 
 
 

 彦一とんち話にまつわる光徳寺や松井神社等を、
お話し付き、解説付きで歩き、「八代ひこいちＤＯ
Ｎ」を味わいます。 
 
【と き】１月１７日(土)10:00～  

【集 合】やつしろハーモニーホール入口前 

【参加費】八代ひこいちＤＯＮの料金 

【ひこいち DON】各 500 円(ｲﾍﾞﾝﾄ特別価格) 

※参加者 1 名につき 1 個以上注文ください 

○きつね謎かけ丼 ○天狗のかくれみ丼 

 ○トマトでえ～んかい!?丼  

○トマトリゾット・パイ DON  
○獅子頭かくれみの丼  他 

【申込み・問合せ】彦一フェスタ実行委員会 事務局 

39－7555、53－1338 

       

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜峰山『山開き』と『市民ハイキング』 
 
八代山の会では、登山者の安全と登山愛好者が

増えることを願って『山開き』を行います。その

後、竜峰山に登頂します。先着 100 名には山開

き紅白饅頭をお配りします。 
 

【と き】３月１日（日）午前 9 時集合 

【ところ】竜峰山五合目広場集合[雨天決行] 

【対 象】どなたでも参加できます 

【参加費】無料 ※申込みは不要です 

【問合せ】八代山の会（事務局：谷川） 

℡：0965-38-1300 

～耳の日ふれあい ２０１５～ 
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。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１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 

「八代地域福祉交流の集い」のご案内 
【テーマ】「～小さなキセキ 大きなキセキ～」 

第 1 部 開会式・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 

【と き】4 月１９日(日)11 時開場 12 時開演 

【ところ】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：柴田） 
℡：090-4585-1991 

わくわく体験事業（子どもゆめ基金助成活動）  
～ 防災講習 防災に興味をもとう編 ～ 

 

東日本大震災以降、防災に対する意識は日に日に高ま

ってきていますが、大人だけではなく子ども達にも防災

に対する考え方を持ってもらいたいと思い企画しまし

た。ライフラインが復旧していなくても工夫すれば調理

ができること等を体験を通して学びましょう。 
 

【と き】３月７日（土）10:00～ 

【ところ】民宿森屋駐車場(坂本町西部い 2858) 

【対 象】小中学生とその保護者 
【内 容】○牛乳パックを使ったホットドック作り 
      ○ビニール袋を使ってご飯を炊く 
      ○火の起こし方(薪・小枝・牛乳パック) 
      ○試食会 
【持参品】①空の１L 牛乳パック 2 個 
      ②牛乳パックが切れるハサミ 

【参加料】お一人 500 円（保険代込み） 

【申込み・問合せ先】 

NPO SSP 事務局（森屋）℡:45-3406 
※2 月 25 日までにお申し込みください 

平成 26 年度八代市がまだしもん応援事業 

ひなぐ雛祭り(ひなぐ雛祭り実行委員会) 
 

 日奈久に多く自生している竹を活かした日奈
久ならではの「ひなぐ雛祭り」です。温泉街の夜
を彩る竹灯りを多数設置し、歴史ある日奈久温泉
街の旅館や山頭火ゆかりの宿「おりや」、「日奈
久ゆめ倉庫」などに、手作りひな人形などを展示
します。ひなぐ雛手作り体験等もありますので、
ご家族お誘いあわせのうえ、ご来場ください。 
 
【と き】２月１４日(土)～３月８日(日)  

【ところ】日奈久温泉街 

【イベントスケジュール】 

(2/28) 雛迎えの儀  

(3/1)   日奈久うまかもん市、おかみカフェ 

春よ来い餅つき＆菱餅作り 

     日奈久路地裏春探し、 雛送りの儀 

【ひなぐ雛手作り体験】※要予約 

 (と き)２月１４日(土)～３月８日(日)までの土日 

 (ところ)日奈久ゆめ倉庫  (体験料) ８００円  

【問合せ】日奈久温泉観光案内所（日奈久ゆめ倉庫） 

      ℡：３８－０２６７ 

 

学童保育型長時間預かり事業(仮称)の説明会 
 
 ＮＰＯ法人リレーションでは、来年度から、自
主事業として学童保育型の長時間預かり事業(放
課後 20 時までの預かり・週 3 回の英会話・ワー
クショップ等)を計画しています。下記の日程で、
希望者の説明会を行います。 
 
【日 時】2 月 4 日(水)、18 日(水) 19:00～ 

     2 月 7 日(土)、21 日(土) 11:00～ 
【場 所】心理療法施設心クリニック 
【対 象】小学 1 年～6 年生の保護者 
【参加料】無料（要予約） 

【申込み】ＮＰＯ法人リレーション(32－9776) 

℡：0965-32-5081 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やつしろＮＰＯ情報！」第 3８号：平成２７年１月発行 
★第 3８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２７年４月発行予定です。 

 

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 

 

 

八代市市民活動団体登録制度のご案内 
 

八代市では市内を中心に公益的な活動をされてい

る市民活動団体を積極的に支援し、市民と行政との協

働のまちづくりをすすめるために、「市民活動団体登

録制度」を設けております。 

 登録いただいた団体については、市のホームページ

への掲載や、団体の活動促進に有用な情報等を提供い

たしますので、ぜひご登録ください。 
 
【申込み・問合せ】 

八代市役所 市民活動支援課 ℡0965-33-4482 

ＮＰＯ法人会計セミナーの開催 
 

日常の会計処理から「事業報告書」の作成方法

など、丁寧に優しく教えます！参加希望の方は

事前にご予約をお願いいたします。 
 
【日時】1 月 21 日(水) 13:30～16:30 
    3 月 18 日(水) 13:30～16:30 
 
【場所】くまもと県民交流館パレア 会議室２ 
 
【申込】パレアルーム 

℡：096-355-1186  
Fax：096-355-4318 

 

  

 事業紹介 平成 26 年度八代市がまだしもん応援事業 

 地域をおもしろくするまちづくり すごいぞ世間遺産！ ーNPO 法人ネット八代ー 
  

12 月 5 日、NPO 法人ネット八代の主催で、地域の歴史や物語を活かした 

まちづくりを目的とした「地域をおもしろくするまちづくり すごいぞ世間遺 

産」を開催しました。「かごしま探検の会」代表理事の東川隆太郎氏を交えて 

八代駅周辺のまち歩きや意見交換会を行い、参加者からは「現存するものをど 

う活かすかが大切」「みんなで世間遺産を見つけていかないといけない」など 

の活発な意見が出されました。 

 この事業は、市民活動の活性化を目的として、本年度の八代市がまだしもん 

応援事業の採択を受けて市と協働で実施しています。NPO・ボランティア等の 

の市民活動に関する相談アドバイス業務と貸会議室スペース業務も八代駅構内 

駅の相談室で実施しています。皆さま是非ご活用ください。 
 

【問合せ先】NPO 法人ネット八代 ℡：090-3413-9195  

 

 

まち歩きの様子 

意見交換会の様子 

 事業紹介 平成 26 年度八代市がまだしもん応援事業 

八代市通町の歴史遺産 ～通町の歴史・妙見祭笠鉾「西王母」に関する手引書作成～ 
  

通町町内会では、町内の次の世代や参加者に通町の妙見祭にまつわる歴史を伝え、妙 

見祭への参加意識の向上を図り、国の重要無形民俗文化財である妙見祭の後継者を育成 

すること等を目的として、笠鉾「西王母」の歴史や組み立て、衣装の着付け等を写真や 

映像に収めた手引書を作成しています。 

本年度の八代市がまだしもん応援事業の採択を受けて、市と協働で実施する事業で、 

手引書の作成に合わせて通町の歴史に関する講演会等も開催しています。 

9 月 18 日の通町観音堂秋の大祭に合わせて開催された講演会では、「西王母への 

誇りを持つことが出来た」「妙見祭に参加できることの喜びを感じ参加者の意識が高 

まった」等の声が聞かれました。 

 この他にも、3 月下旬に完成した手引書と映像のお披露目を兼ねて、通町のギャラ 

リー８で「手引書の解説・講演会」を開催する予定です。 
 

【問合せ先】通町町内会 ℡：0965-32-5081(町内会長：松浦)  

 
 

笠鉾「西王母」 

講演会のようす 


