
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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。

NPO活動展示in市役所ロビー展示団体募集…活動展示依頼 

ＮＰＯ法人数…全国と熊本県・八代市のＮＰＯ法人数 

お知らせ掲示板①、②、③…ＮＰＯからの情報が満載（4月～6月） 

東北関東大震災 災害義援金・救援物資関係…八代市の義援金・救援物資 受付情報 

平成 23 年 4 月発行

■「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。 

情報を自分のものにしましょう。 

平成２３年１月末日現在 

■ 全 国 認 証 数 43,719 団体 

■ 熊本県認証数   519 団体 

■ 八代市認証数   17 団体 

NPO 活動展示 in 市役所ロビー 展示団体募集！！ 
 
八代市では、NPO 法人や市民活動団体の情報発信・活動情報の紹介・会員 
募集等の告知等を幅広く市民の皆さまへアピールする場として、市役所１階 
ロビーで「活動展示」をおこないます。 
 
展示期間：４月１１日（月）～１５日（金） 
展 示 物：ポスター、パンフレット、チラシ、写真など 
【申し込み・問合せ】 

八代市市民活動支援課市民活動係へお電話で申し込みください。 
 ℡0965-33-4482 
※規定により展示できない場合もございます。ご了承ください。 



  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ＮＰＯ法人八代福祉開発 集いの家 
 【NPO 法人八代福祉開発 集いの家】

資源回収（ペットボトル・アルミ缶・スチール缶・段ボー
ル・新聞紙・雑誌） 
ご協力よろしくお願いします。 
【日 時】4 月 11 日（月）・20 日（水）10:00～15:00

  5 月 11 日（水）・20 日（金）10:00～15:00
  6 月 11 日（土）・20 日（月）10:00～15:00

【場 所】イオン八代店 １階食品側入口 
【対 象】どなたでも 
【参加料】無料 

おもちゃのボランティア新規大募集！ 
【八代なかよしおもちゃ図書館】

●おもちゃの消毒ボランティア活動 
●「おもちゃの広場」の実行委員になって、広場の企画、手

作りおもちゃ教室の準備、子どもとおもちゃ遊び 
 
【日 時】・おもちゃの消毒は月に数回（１回 2 時間程度）

・「おもちゃの広場」は年に数回（不定期） 
【場 所】・おもちゃの消毒は、市保健センター、障害児  

 デイサービス事業所、公民館、労災病院 
・「おもちゃの広場」は、保育園・幼稚園など 

【対 象】子どもの遊びやおもちゃに関心のある方なら、 
どなたでも 

【参加料】参加無料 
【問合せ】八代なかよしおもちゃ図書館 

代表：植草 T E L 0965-35-2190 
          ﾌｧｯｸｽ 0965-35-2190  

新・聞法のつどい 
【合掌子供会】

各分野から講師を迎え。「こころの健康のための話しを聞
く。今回の講師は、八代玉泉院：上村博文 氏、本願寺特別
法務員：藤岡正真 氏。 
 
【日 時】３月２８日（月）20:00～22:00 
     ※5 月・8 月・11 月も開催 
【場 所】八代市植柳元町 5716 明泉寺 
【対 象】一般、どなたでも 
【参加料】なし 
【主 催】明泉寺 合掌子供会 電話 0965-32-5802 

男女共同参画社会づくりの会 
【熊本県つばさの会八代支部】

男女共同参画社会の実現に向けて、地域における啓発活動を
おこなっています。 
地域リーダー研修（年１回）を受講し一緒に地域の男女共同
参画社会づくりに向けた活動をしましょう。 
 
【日 時】随時 
【対 象】熊本県主催の地域リーダー研修の受講者により 

組織された団体 21 名（男性 2 名 女性 19 名）
【参加料】会費 本部 5,000 円 支部 1,000 円 
【問合せ】代表者 桑本朋子 電話 0965－33－7548 

ライフステージに応じた食育教室 
      【八代市食生活改善推進員協議会】

調理実習を通した食生活改善。 
（生活習慣病予防・高齢者の低栄養予防・親子食育教室等）
 
【日  時】随時 
【場  所】校区ごとに活動しています 
【対  象】一般・どなたでも 
【参加料金】食材料費 200 円～300 円 
【申込み先】八代市保健センター内 事務局担当：古島 
      電 話 0965-32-7200 
      ﾌｧｯｸｽ  0965-32-7622 

川辺川リバーミーティング 
～流域一斉清掃～ 

 【球磨川水系ネットワーク】

恒例になった川辺川のお掃除を陸上から水上からおこない
ます。いつも遊ばせていただいている日本一の川辺川への恩
返しです。前日からキャンプ、カヤッカー達が集結します！
 
【日 時】5 月 1 日（日）9:00～ 
【場 所】球磨郡相良村栁瀬構造改善センター前から上流 

へ下流へ・・・ 
【対 象】川辺川のどこでもだれでも・・・ 
【問合せ】右田 090-4489-6198 

川に学び川に遊ぶ子ども水環境学習交流会
 【球磨川水系ネットワーク】

絶滅危惧種のタガメなどの調査研究を地元の高校の生物部
のみなさんと定期的におこないます。 
【日 時】5 月～10 月 
【場 所】球磨郡相良村柳瀬の休耕田 
【対 象】興味のあるみなさんどなたでも 
【問合せ】右田 090-4489-6198 

川辺川リバーミーティング 潜ってゴミ拾い



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

九州国際スリーデーマーチ共催 
みんなでﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（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どもた
ち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揃
いで気軽に参加してください。 

 
日 時：5 月 1５日（日） 
     午前 9 時（受付開始） 

午前１０時（開会） 
場 所：球磨川河川敷ｽﾎﾟｰﾂ公園九州国際ｽﾘｰﾃﾞｰﾏｰﾁ会場

※会場内にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（あしなが）P ｳｫｰｸ 10 
専用テントがあります。 

対 象：ボランティアに興味のある方はどなたでも 
費 用：大人・大学生：500 円 中高生：300 円 
    小学生以下：100 円（保険・記念品代等） 

【申し込み・問合せ】 
  あしなが P ウォーク１０八代実行委員会 
  （24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ボランティア協力会） 

TEL : 090-4585-1991（柴田） 
FAX: 0965-30-1120（八代市生涯学習課） 
※当日、窓口で受付ができます。 

第 16 回球磨川源流水リレー 
 【球磨川水系ネットワーク】

球磨川の源流水を水島まで人の手だけでリレーします。たく
さんの人たちが参加していただき、水環境保全の輪が広がっ
てきました。 
 
【日 時】5 月２９日（日） 
【場 所】 終ランナー 午後 5 時 金剛橋スタート 
【対 象】球磨川大好き！なみなさん 
【問合せ】参加申し込みはいりません 

右田 090-4489-6198 

球磨川源流水リレー 水島神社ゴール 

「10 周年記念 青少年環境フォーラム」ご案内 
      【次世代のためにがんばろ会】

平成３年に発足しました当会も今年で 10 年を迎え、この節目にあたり、この度河川環境保全に対する考えを、かき殻による水質浄化

活動から自然体験と交流の形で総括します。具体的には環境問題全般に対し、10 年間当会の活動に参加して戴いた方々、ご支援いた

だいた方々の発表を行うと共に学習を深め、総合的に市民の環境活動に対し保全・振興・創造・発展を期待して、「１０周年記念青少

年環境フォーラム」を開催いたします。なお、顧問の先生の研究をテーマにした「分科会（ワークショップ）」も開催いたしますので、

是非皆様のご参加をお持ちしております。 

【期  日】6 月 11 日（土）９：００～１４：４５ 予定 

【会  場】やつしろハーモニーホール 全館 

【日  程】 ９:００：開会 当会プロモーション上映・星空の劇・星空のお話 

       ９:４５：10 年間の活動リレートーク 

１０:４５：移動・休憩 

１１:００：分科会（ワークショップ）※別表 

１２:００：展示ブースにて各校・団体・企業・行政展示紹介 
食品ブース（昼食は上限￥３００で、各自ご購入下さい） 
※お抹茶 限定 100 席無料です！ 

１３:００：芸大「カッパの神話劇と百福合奏団コンサート 
１４:３０：ライトダウンプロモーション上映 

全員合唱・抽選会（景品あり） 
１４:４５：終了予定 

【参加対象】幼児・学生・一般市民 
【会  費】無料 
【申込期限】5 月３１日 分科会は定員になり次第締め切ります。 
【申込方法】FAX：32-2528 e-mail yukarin-m@mx32.tiki.ne.jp 

TEL 0965-32-5081 
【主  催】次世代のためにがんばろ会 

 

分科会（ワークショップ） 
Ａ安全・安心な食生活を育むために 
１．「食品の表示」 

北九州市立大学 小川あかね氏 
２．「健康食品のウソ・ホント」 

北九州市立大学 森田 洋氏 
３．「食中毒の二次感染防止  

～光触媒の殺菌技術～」 
北九州市立大学 伊勢田弘太郎氏 
４．「水産加工食品と微生物制御」 
水産大学校 福田 翼氏 
Ｂ メディア社会学 
駒澤大学教授白水繁彦先生による 
感性に訴える広告の分析の仕方を学

び、実際の広告を参加者で分析 
Ｃ 社会デザイン工学 
熊本高専八代キャンパス准教授 
上久保祐志先生による 



 

  

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やつしろＮＰＯ情報！」第 2３号：平成２３年 4 月発行 

★第 2３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。 

次号は平成 23 年 7 月発行予定です。

多文化共生の八代まちづくり 
【地域日本語支援やつしろクラブ】

暮らしの日本語支援、外国から来た子どもたちの宿題
の手助け、クリスマス会、日本文化等を通しての交流。
多文化共生に関する意識啓発。 
在住外国人の地域社会への参画協力。 
【日 時】定例会 月２回（第 2，4 木曜日） 

10:30～12:00 
    支援日 月 3 回（第 1，2，3 木曜日） 

16:30～18:00 
【場 所】八代教育会館（大手町） 
【対 象】八代に住む在住外国人、八代市民 
【費 用】学習者は、月 500 円支払う。登録会員に

なると年会費 2,000 円払ってもらう。 
【申し込み・問合せ】 
  866-0065 八代市豊原下町 4227-2 

内山 和代 
  TEL・FAX :0965-35-4285 

豪華客船入出港時の海上巡回パトロール 
参加者募集 

      【九州管区陸海空海難救助隊八代地区隊】

八代港豪華客船入港を祝し、ボランティアによる八代海の海
上安全パトロールをおこないます。パトロール艇に乗船して
八代海を航海してみませんか。 
【日  時】６月１０日（金）１０:00 
【場  所】八代内港フェリー乗り場駐車場集合 
【対  象】一般の方１０名程度（乳幼児は不可） 
【参加料金】無料 
【申込み先】九州管区陸海空海難救助隊八代地区隊 
       担当：本村 
        電 話 0965-46-1084 

携 帯 090-5940-6193 
ﾌｧｯｸｽ 0965-33-1201 
E-mail dreamshironet@yahoo.co.jp 

【そ の 他】天候により中止する場合があります。 
      事前の参加予約が必要です。 
      申し込みが多い場合抽選により決定します。 

『災害義援金を受け付けています』 

八代市では、今回の東北関東大震災（東北地方太平洋沖地震）によって被災された地域に対する義援金箱を設置し
ています。また、金融機関振込・振替での受付も行っています。皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。 
【義援金箱による受付】 
・設置場所 市役所本庁舎１階総合案内所・各支所１階ロビー・出張所・公民館 

社会福祉協議会本所・各支所 
・設置時間 午前 8 時 30 分～17 時 15 分（土曜・日曜・祝祭日を除く月～金曜） 
・設置期間 平成 23 年 3 月 14 日（月）～当面の間 
※希望される方は、領収証が発行されますので、窓口にお申し出ください。 
【金融機関振込・振替による受付】 
・共同募金会   金融機関 ：ゆうちょ銀行 口座記号番号：00170‐6‐518 
                     口座加入者名：中央共同募金会 東北関東大震災義援金 
・日本赤十字社  金融機関 ：ゆうちょ銀行 口座記号番号：00140‐8‐507 

口座加入者名：日本赤十字社 東北関東大震災義援金 
※郵便局窓口でのお取り扱いの場合、振込手数料は免除されます。 
※郵便窓口でお受け取り頂いた半券は受領証になります。 
※取扱期限 平成 23 年 9 月 30 日（金） 
【問合せ】 
・障がい福祉課（℡ 0965-35-0294）・防災安全課（℡ 0965-33-4112) 
・八代市社会福祉協議会（℡ 0965-30-1200） 

『救援物資を受け付けています』  

八代市では、今回の東北関東大震災（東北地方太平洋沖地震）によって被災された地域に対する救援物資の受付を
おこなっています。皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。 
【募集する品目】 
①保存食（カップ麺・インスタント麺・乾パン）     ②水（ペットボトルの 500ml または 2 リットル） 
③粉ミルク                      ④生理用品 
⑤紙おむつ（幼児・大人用）              ⑥尿失禁用パッド 
【注意事項】 
・すべて未開封のものに限ります。 
・①については、賞味期限が 3 カ月以上先のものに限ります。 
・②③については、賞味期限が 6 カ月以上先のものに限ります。 
・同一品目を箱単位でお持ちいただきますようお願いします。 
【受付場所】 
八代市役所本庁舎・各支所・各出張所 
【受付期間・時間等】 
平成 23 年 3 月 22 日（火）～平成 23 年 4 月 28 日（木） 
土曜・日曜・祝祭日を除く月曜～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
【問合せ】 
障がい福祉課（℡ 0965-35-0294）・防災安全課（℡ 0965-33-4112） 


