NPO Information in YATSUSHIRO！
八代地域の元気なＮＰＯとボランティアを結ぶ情報紙！

平成 20 年 1 月 1 日発行

●耳の日記念行事
『耳の日ふれあい 2008in ｼﾞｬｽｺ』

●『やっちろ彦一とんち話ﾌｪｽﾀ』
と『食育まつり』！

手話ダンス、ミニミニ手話教室又交流ゲーム等
盛りだくさんの内容です。

「出町の彦一」は日本三大とんち話で有名。殿様
や河童、狐、タヌキなどをとんちで騙したりと、
思わず笑いたくなる話がたくさん残っている。
「大分の吉四六」とお互い知恵比べをしたり、紙
芝居コンクール発表会を行い、併せて食育まつり
も行い、話して聞いて、食べて楽しい一日を過ご
してもらいたい。

時期：３月２日（日）１３時～１６時
場所：イオンジャスコ八代店センターコート
対象：地域住民の方どなたでもご参加ください
費用：無料
（問合せ）熊本県手話サークルわかぎ八代ｸﾞﾙｰﾌﾟ
耳の日ふれあい 2008in ｼﾞｬｽｺ
担当：橋本
TEL：0965-53-9648
HP：090-5730-7102
FAX：0965-53-9648
E-mail：hashimoto@seiryu-hikawa.com

時期：３月２０日（木）１０時～
場所：八代駅前広場及び第一映画館
対象：どなたでも
費用：無料
（問合せ）ＮＰＯ法人ネット八代 代表：岡田
TEL：0965-39-7555
FAX：0965-39-7556

●『八代城下町めぐり』
光円寺、観世音堂（ぎゃらりー８）（水月庵）
など八代城下町旧新町周辺の史跡文化財の見学
時期：３月９日（日）１３時～１６時頃まで
場所：八代市役所東玄関前（白百合高校側）
対象：会員及び市民一般
費用：無料
（問合せ）八代史談会
TEL：0965-34-0691（蓑田）
0965-33-4447（松山）

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。

●『講演と８ミリ映画の夕べ』
３月２８日（金）午後８時から植柳元町の明泉
寺で八代市の教育長、増田國夫氏を迎え「講演と
８ミリ映画の夕べ」を開きます。映画は昭和 54
年に増田様方の協力で合掌子供会が制作した『阿
蘇高岳哀歌』です。
時期：３月２８日（金）２０時～２２時
場所：八代市植柳元町 明泉寺本堂
対象：一般の方々
費用：無料
（問合せ）合掌子供会
TEL：0965-32-5802
FAX：0965-31-6622

●『ぽかぽかお話し会』
春待ち遠しい立春のころに毎年「ぽかぽかお話
し会」を行っています。メンバーで出し物を考え
分担しながら約１時間みんなと一緒に楽しいひ
と時を過ごしたいと考えています。心が「ぽかぽ
か」になる楽しいお話し会です。

●『楊名時気功太極拳』参加し
ませんか！
腹式呼吸に合わせて、ゆっくりした動きを自分
の呼吸に合わせて行う、心を調える、息を調える、
身体を調える、三位一体の健康法です。
日時：毎週月曜日朝１０時～１１時３０分
１９時３０分～２１時
場所：やつしろハーモニーホール練習室
対象：老若男女、どなたでも
費用：年会費 1,000 円（太極道協会費）
月会費 2,000 円
（問合せ）八代太極道協会
TEL：0965-35-1231
FAX：0965-35-1231
E-mail：mitsuko@circus.ocn.ne.jp

●『やつしろふれあいボランテ
ィア広場』
ボランティアの一歩は、まず人が出会い、触れ

時期：２月３日（日）１４時～１５時
場所：八代市立千丁図書館
対象：どなたでもご参加ください
費用：無料
（問合せ）お話ボランティア「山猫軒」
代表：谷井信子
TEL：0965-46-2001
FAX：0965-46-2001

●『植物観察』

合うことだと思います。発表やゲーム等で参加者
が主役となった楽しい会にしますので、気楽に参
加してください。
日時：３月１日（土）
１３時３０分～１６時３０分
場所：太田郷公民館
対象：一般、ボランティア団体、どなたでも
費用：一人 100 円程度のプレゼントを
ご持参ください
（問合せ）八代市ボランティア連絡協議会

冬の里山をゆっくりと歩きながら植物を観察
します。
時期：２月１０日（日）８時～１６時
場所：米山（241ｍ）～白髪山（240ｍ）
氷川町・八代市
対象：一般（数名）
費用：1,000 円＋保険料 100 円
（問合せ）八代植物友の会
TEL/FAX：0965-34-9404

（八代市社会福祉協議会内

橋口）

TEL：0965-30-1200
FAX：0965-30-1201

『第２回 ＷＥ環境フェスタ』
～ともに生きよう環境と福祉～

●『思春期子育てセミナー
“親塾”』

日時：２月１７日（日）１０時～１５時
場所：ｲｵﾝ八代店ｼﾞｬｽｺｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内
1F ｾﾝﾀｰｺｰﾄ
【ステージプログラム】
１１：００ オープニングセレモニー
１３：００ ＷＥフェスタセレモニー
八代市リサイクル講話
リサイクルパフォーマンス
なかまのステージ
１５：００ 終了
【イベント】
エコレンジャーがやってくる
バイオディーゼル燃料製造デモンストレーション
リサイクルパネル展示
自慢の品 販売会！
※ステージイベントの最後にお楽しみ抽選会
を行います

子どもが小学校高学年～思春期になると親へ
の反抗、友達関係や金銭のトラブル、不登校、ひ
きこもりなどの問題が後を絶ちません。そこで、
それらの問題を一つ一つ取り上げ、まず親が学
び、情報交換し、どの様に対応したら良いかを一
緒に考えます。

主催：ＮＰＯ法人ＷＥ（就労継続支援Ｂ型事業所
みのり／地域活動支援センターあい／地域活動
支援センターわいわい共同作業所／社会就労セ
ンターワークショップ八代／株式会社 門）
共催：熊本ファミリー銀行／イオン九州株式会社
八代店

テーマ：第２回講座「子どもの携帯電話使用」
日時：１月２１日（月）
１４時３０分～１５時３０分
場所：こどもプラザすくすく
（本町 3 丁目 1-29 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ（元ｻﾃｨ）2F）
対象：主に小学校高学年以上の子供の保護者）
その他、関心のある方
費用：お一人、200 円（資料代、お茶代）
（問合せ）八代なかよしおもちゃ図書館
代表：植草
TEL/FAX：0965-35-2190
その他：第３回講座「お金の話」２月日時未定
※３月には、子育て講演会も予定
※子どもさん連れの場合は、必ず事前に
ご連絡ください。

（問合せ）株式会社 門
TEL：0965-37-0031

●『ごろっと菜の花畑』散策！
６００万本の菜の花畑を散策
しませんか？
時期：３月上旬～下旬
場所：鏡支所周辺や宝出地区
（新幹線沿い）
対象：どなたでも見に来てください
費用：もちろん無料です
（問合せ）
やつしろ菜の花部会 代表：岡
TEL：0965-52-0965
FAX：0965-52-0965
E-mail：aijyooka@mocha.ocn.ne.jp
SozaiRoom.com

●第５回ＮＰＯ運営実務セミナー
～ＮＰＯ法人の登記事務～
日時：１月２８日（月）１９時～２１時
場所：くまもと県民交流館パレア第１会議室
セミナーの内容
・資産総額の変更登記
・理事の変更、重任、就任登記
・事務所移転の登記
・事業の追加、変更登記
などＮＰＯ法人化後、法人運営の様々な場面で、
登記手続きが必要となります。
今回のセミナーでは、書類作成・添付書類・手続
手順などについて、具体的な事例をもとにセミナ
ーを開催します。
※参加される際は、団体の定款と登記簿謄本を
ご持参ください。
※今後ＮＰＯ法人の設立をお考えの団体の方
もどうぞご参加ください。

●『平成１９年度熊本県ＮＰＯ
活動報告会』を開催します
県内ＮＰＯの活動報告会を開催します
活動報告をされる団体を募集します
活動パネル展示や報告資料等の出展団体も
募集します
ぜひ、この機会に団体活動をＰＲされませんか
日時：３月１日（土）１３時３０分～１７時
場所：くまもと県民交流館パレア１０階
パレアホール
【募集内容と募集期間】
①報告会で活動報告の発表ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを
する団体の募集
募集期間：１月１０日から２月８日まで
②報告団体の決定とお知らせ
応募団体多数の場合は抽選します。
応募いただいたすべての団体にその結果
をお知らせします。
③プレゼンテーション発表の他、パネルや
団体リーフレットでの出展も受け付けて
います。
２月２５日まで随時受け付けています。

●平成１９年度
『ＮＰＯテーマ別専門分野別研修会』
基調講演とパネルディスカッション
これからの民営化とＮＰＯ
～指定管理とＮＰＯ・市場化テスト～
時期：２月３日（日）１３時３０分
場所：くまもと県民交流館パレア第１会議室
対象：一般の方々
費用：無料（要事前申込）
基調講演「これからの民営化とＮＰＯ」
１３時３０分～１４時３０分
講師：前田優一
学校法人松本学園本部長
特定非営利活動法人まちづくりあら‘モ
常務理事
荒尾市社会教育センター館長
（荒尾市立図書館・荒尾市中央公民館）
パネルディスカッション
「ホール等施設運営管理受託～それぞれの立場」
１４時４５分～１６時
コーディネーター：前田優一
パネリスト：
濱田孝正（美里ＮＰＯホールディングス代表）
重元 公（ＮＰＯ法人うとスポーツクラブ理事）
佐藤 進（サム・プロジェクト代表プロデューサー）
制度に詳しい有識者、県内の文化施設・スポー
ツ施設の指定管理者、文化関係者がそれぞれの視
点から問題点を掘り起こします。
（この頁に掲載の情報の問合せ）
くまもと県民交流館パレア
ＮＰＯ・ボランティア協働センター
TEL：096-355-1186
FAX：096-355-4317
E-mail：npo-vo@pref.kumamoto.lg.jp
URL：http://www.parea.pref.kumamoto.jp/
shakaisanka/index.asp

「やつしろＮＰＯ情報！」第 10 号：平成 20 年 1 月 1 日発行
★第１０号をお届けしました。
今号は、皆さんからの情報が多かったので情報特集として
お届けしました。
★皆さんからのイベントや募集情報、ＮＰＯやボランティア
活動に関する意見などもお待ちしています。
生活安全課まで。
次号は平成２０年４月発行予定です。

