平成 27 年 4 月発行

ＮＰＯ法人数
■ 全 国 認 証 数 49,873 団体
■ 県内認証数
722 団体
平成 27 年 3 月現在

■ 市内認証数

27 団体

平成 27 年 3 月現在
※随時、登録申請受付中です！

八代市市民活動団体登録数
■ 登

録

数

33 団体

平成 27 年 3 月現在
※市ＨＰに一覧を掲載中

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
Ｐ１～２ お知らせ掲示板
NPOイベント情報(4～6月)、パレア情報
Ｐ４
がまだしもん応援事業情報

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。
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。

生ごみ先生！講演会

－ 生ごみ削減！生ごみリサイクルの循環型農業 －

次世代のためにがんばろ会では、市民一人ひとりが、ごみを減らす・繰り返し使う・再資源化するという「３R」
の意識を市民が持つことが八代の将来を考えるうえで必要だと考えています。
そこで、ごみの中でも「生ごみ」に焦点を当て、生ごみ堆肥を使用し、安価で無農薬の「元気野菜」栽培に成功
しておられる「NPO 法人大地といのちの会」理事長 吉田俊道氏を講師にお招きし、生ごみ堆肥化の実例とその効
果について講演を頂くことになりました。

【日
【場
【対
【主

時】

4 月 26 日（日）12:00～15:00 講演会
15:00～17:00 生ごみ堆肥化体験講座（希望者のみ）
所】 講 演 会：宮地公民館（八代市宮地町 383）
体験講座：実験農園（八代市宮地町：砥崎の河原近く）
象】 どなたでも
【受講料】 500 円
※当日は生ごみ（新鮮な野菜くず）をご持参ください
催】 次世代のためにがんばろ会 （問合せ：32-5081）

九州国際スリーデーマーチ共催

八代市はごみ非常
事態宣言中です！

みんなでボランティア（あしなが）Ｐウォーク１０

九州国際スリーデーマーチと共催で開催いたします。本Ｐウォークは、病気や災害等で親を亡くした子供達の進
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・歴史探索を楽しみながら自らの健康増進と仲間づくりに、ご家族お
そろいでお気軽にご参加ください。

【日 時】5 月１０日(日) 9 時（受付開始） 10 時 15 分開会
【場 所】球磨川河川敷スポーツ公園 ※会場内にＰウォーク専用テント有
【対 象】ボランティアに興味のある方はどなたでも（当日受付も可）
【参加費】大人・大学生 500 円 中・高校生 300 円 小学生以下 100 円
※参加費は保険・資料代・記念品代
【その他】環境に配慮した大会のためマイカップをご持参ください。
【問合せ】あしながＰウォーク 10 八代実行委員会 (柴田) ℡：090-4585-1991 Fax：096-300-3194

第３１期生募集と講座開講のお知らせ

－音声訳ボランティア 萌の会－

音声訳や朗読に必要な技術などを学ぶ講座です。自然に聞こえる読みの練習（発音・腹式呼吸・アクセント等）
や録音技術（パソコンを使って CD に録音する等）を学びます。

【日 時】５月１１日から 7 月 13 日までの毎週月曜日 （10:00～12:00）
【場 所】総合福祉センター２階遊戯室
【対 象】どなたでも ※無料です
【問 合 せ】音声訳ボランティア萌の会(八代市社会福祉協議会)℡：62-8228
「萌の会」では、目の不自由な人たちのために、小説やエッセーなどをテープや CD に吹き込み、声の本を
貸し出す活動を続けています。昨年は設立３０周年記念式典を開催することができました。

定期演奏会のお知らせ
八代少年少女合唱団では、今回で 41 回目を迎える定期
演奏会を開催します。

【日
【場
【内

時】５月３日(日) 14:00 開演
所】八代市厚生会館大ホール
容】シューベルト名曲集 世界のたのしい歌
ビートルズメドレー 杉並ミュージカル
【入場料】1,000 円（小学生以上）
【問合せ】八代少年少女合唱団
090-8769-9510（田邊）
新入団員も募集しています！
5/17(日)、24(日)に体験入学もあります！

バスハイキングのお誘い
九重連山の三俣山を訪れ、新緑とミヤマキリシマ等
の花を愛でながらのハイキングです。ハイキングの後
には温泉に入り、疲れを癒して帰ります。
【日 時】5 月 24 日(日)
6:20 市役所駐車場集合
【行き先】久住の三俣山
【対 象】どなたでも（山や花の好きな方）
【参加料】大
人 3,500 円
小学生以下 2,000 円
【問合せ】八代山の会事務局 谷川
電話：38-1300

ごみゼロポスターコンクール

―次世代のためにがんばろ会―

ごみのポイ捨てや不法投棄を無くし、美しい球磨川の自然環境を守ることを目的として、児童・生徒の皆さんを対
象としたポスターコンクールを実施します。

【応募区分】 小学生低学年の部

小学生高学年の部 中学生の部 高校生の部
【テ ー マ】 ごみのない美しい球磨川について
【応募企画】
受賞作品数点は国交省が
１．画用紙（B4 サイズ） ※画材は自由です
球磨川に設置する看板に
２．ポスターにはテーマを連想させる標語を入れてください
掲載させていただきます
３．作品裏面に次の事項を明記ください
①題名 ②伝えたい環境保全やごみ減量に対する思い
③住所、氏名、ふりがな、電話番号、学校名、学年、組
４．応募点数
一人 2 点以内
５．募集期間
６月２２日～７月１７日
６．作品の送り先・お問い合わせ
〒866-0831 八代市萩原町 1 丁目 708－2
「ごみゼロポスターコンクール事務局」（国土交通省八代河川国道事務所河川環境課）宛
電話：０９６５－３２－７１３４（受付時間：平日 8 時 30 分～17 時）

NPO 法人に認証されました

－NPO 法人球磨川アドベンチャーズやつしろ－

私たちは、八代を流れる球磨川で川遊びをする人がいない！という事に改めて気付いた事をきっかけとして、球
磨川に目を向け、「八代には球磨川があるけん！」と郷土の誇れる川を目指して、球磨川を知り、活かすことで地
域が活性化することを目的に遊び好きな者達が集まり発足させた会です。
今年 2 月には NPO 法人としても認証されました。年間を通してスケッチ大会やカヌー体験、球磨川清掃活動な
どを行っており、5 月 17 日(土)は協賛事業の「苺ちゃん祭り」も開催されます。皆さん是非ご参加ください！

【問合せ】

NPO 法人球磨川アドベンチャーズやつしろ 電話 080-1763-8626（白井）

八代みらいネット会員募集
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や団体で結成されています。
行政との協働で「いっそＤＥフェスタ」を企画・運営する
など、積極的に活動しています。

【対 象】個人会員：20 歳以上の方(市内在住又は通勤通学者)
団体会員：市内に主な活動拠点がある団体
【参加料】 年 会 費：1,000 円
【申込み・問 合 せ】
八代市男女共同参画社会づくりネットワーク
事務局 八代市役所人権政策課内（担当：山下・上角）
℡：３０－１７０１
Fax：４６－１９５０

特定非営利活動法人・ＮＰＯ法人
設立説明会のお知らせ
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を設立して、社会貢献活
動を行おうと考えているみなさんへ基礎知識と法人設立に必
要な書類作成についての説明会を開催いたします。

【日時】 ４月１６日(木) 13:30～16:00
【場所】 パレア９F 会議室２
※お申込みはパレアルームまで
【申込】パレアルーム
℡：096-355-1186 Fax：096-355-4318

八代の戦跡や戦争遺物の
情報を提供ください

人権 NPO
ちなもい

人権 NPO ちなもいでは、戦後 70 年を機に、八代
に残っている戦跡や戦争遺物などの情報を集めてい
ます。
今年度中に展示会や見学ツアーなど
を実施する予定です。何かご存じの
方は事務局へご一報ください。

【連絡・問合せ先】
特定非営利活動法人・人権 NPO ちなもい
℡：090-9793－8641（事務局：有馬）
Fax：33－4376

パレアルームをご利用ください
パレアルームでは、県内の NPO やボランティアの
活動を支援する拠点として、活動や団体運営などに関
する相談を受け付けています。団体活動のために活用
できるパソコン、プリンター、ポスタープリンター等
も設置していますので、 お気軽にご利用ください。

【パレアルーム利用時間】
平日・土曜日 10 時～21 時
日曜・祝日
10 時～18 時
【問合せ】パレアルーム ℡：096-355-1186
※テトリア熊本(鶴屋東館)９階です

八代市がまだしもん応援事業（市民提案型協働事業・行政提案型協働事業）募集！
八代市では、地域が抱える課題について、市民活動団体から事業の提案を募り、行政と役割を分担しなが
ら課題解決のための事業を実施します。
皆様の豊かな発想を活かした提案をお待ちしています。

【対象団体】 八代市内に主たる事務所又は活動場所を有する市民活動団体、ＮＰＯ法人
公益法人、自治会等で次の条件を満たす必要があります。
・構成員が５人以上で、市内で 1 年以上の活動実績があること
・定款、規則等があり、会計処理が適正であること
・活動の目的が宗教、政治に関するものでないこと
【対象事業】 地域の課題解決等のため、市と市民活動団体等が協働して実施する事業で、
次の 2 種類があります。※対象要件等、詳しくは募集チラシを参照ください
①市民提案型協働事業
団体が地域の課題解決のために市とともに実施する提案事業
（課題をどのような事業や手法で解決するかを提案してください）
②行政提案型協働事業
あらかじめ市がテーマを設定し、その課題解決のために市とともに実施する提案事業。
（市
が設定した課題をどのような事業や手法で解決するかを提案ください）
※今年のテーマは地域人材の育成です。
≪行政提案型のテーマは『地域人材の育成』です≫
市民活動団体や地域協議会等の育成強化を目的に、各団体の構成員等を対象とした先進事例の
学習講座や地域課題の抽出とそれらの課題解決のための事業の組み立て等を行う講座等を開催し
ていただきます。（年間 5 回以上）
【助成金額】 1 団体あたり 50 万円を上限とする必要額 ※助成総額 260 万円
【募集期間】 平成 27 年 4 月２０日（月）～5 月 1５日（金）
【応募方法】 申請書にご記入の上、添付書類とともに郵送又は市民活動政策課へ提出下さい。募集要
項及び必要書類等につきましては、市民活動政策課又は各支所、出張所に設置してあり
ますチラシ又は、市のホームページをご覧ください。
【問合せ先】 八代市役所 市民活動政策課 ℡：３３－４４８２

平成２６年度 八代市がまだしもん応援事業 報告会
平成 2６年度に実施された事業を振り返り、次年度以降より充実した事業を実施できるよう、報告会を実
施します。

期日…平成２７年４月 2４日（金）１４時～ 場所

厚生会館中会議室

―平成２６年度採択事業―
○ひなぐ雛祭り（まちづくり） ○八代市通町の歴史遺産（文化・芸術・スポーツ）
○地域防災活動者養成講座（災害救護）
○やつしろ NPO 活動支援プログラム（NPO・市民活動）
○八代駅前鉄道遺産活用まちづくり（まちづくり）
○彦一を八代のブランドにする取り組み（まちづくり）
○語れる畳屋さん倍増プロジェクト（経済活動）

★ 市民活動団体の登録について ★登録団体数は

33 団体です（3 月現在）

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。
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！」第 3９号：平成２７年４月発行
★第 3９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 7 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

