
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 お知らせ掲示板 

NPOイベント情報(7～9月) 

Ｐ４ 会員募集 など 

平成 25年 7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 47,771団体 

■ 県内認証数    676 団体 
平成 25年 5月末日現在 

■ 市内認証数    30団体 
平成 25年 5月末日現在 

 

ＮＰＯ法人数 

■ 登 録 数   30団体 
平成 25年 6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！ 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七夕会の開催 

 七夕にまつわる歌と、話を聞き、外国の遊び

や日本の遊び（冷やしぜんざいづくり・折り紙・

笹飾り）体験を行います。 

【日 時】7 月 7 日（日）14:00～16:00 

【場 所】八代教育会館 

【対 象】どなたでもご参加ください 

【参加費】1 家族 300 円 

【問合せ】地域日本語支援やつしろクラブ 

℡：0965-35-4285（内山） 

 

妙見祭出し物体験教室 

 地域の子ども達を対象に、八代妙見祭の「獅子

舞」「亀蛇」「飾馬」「木馬」といった出し物に

ついて学び体験する機会を設けます。 

【日 時】7 月１3 日（土）9:30～11:30 

【場 所】麦島小学校体育館 

【対 象】麦島校区の小学生が対象ですが、どな

たでもご参加いただけます 

【参加費】無料 ※水筒やタオルをご持参ください 

【問合せ】八代妙見祭保存振興会（文化まちづくり課） 

     ℡：0965-33-4533 

 ※写真は昨年の様子（左:衣裳体験 右:亀蛇） 

 

海岸の植物観察 

 海岸沿いの道路を約 6km 歩きながら、植物観

察を行います。興味のある方はぜひご参加ください。 
【日 時】7 月１4 日（日）8:30～ 

※雨天の場合は中止します 

【場 所】肥後二見駅集合 出発 

【ルート】肥後二見駅⇒上田浦駅⇒波多島小島 

【対 象】中学生～大人  

【参加料】保険料 100 円 

【問合せ】八代植物友の会（永松） 

 ℡：0965-34-9404 

七夕こども大会を開催します 

 子ども会の創設以来、続いてきた年中行事です。

今年は、宮本眞弓氏（元警察職員・スクールサポ

ーター）をお迎えし、「不審な人にはついていか

ない」と題し、お話と紙芝居を計画しています。 

【日 時】７月 6 日(土)19:00～ 

【場 所】明泉寺（八代市植柳元町） 

【対 象】どなたでもご参加ください 

【問合せ】合掌子供会 

℡：0965-32-5802 

『第 4 回むぎしま科学あそび教室』 

 小学校～中学校の理科の勉強の中から、遊びな

がら学べる科学の教室です。「麦島のでんじろう

先生」が教えてくれる、夏休みの宿題にもってこ

いの企画です。 

【日 時】7 月 26 日（金） 

10:30 開始 

※12:30 終了予定 

【場 所】麦島公民館 【参加費】無料 

【対 象】保育園、幼稚園、小学生から大人まで 

※保護者同伴の場合、他校区からの参加も可能 

【問合せ】麦島校区青少年育成会（堀） 

℡：090-3013-9169 

くま川祭り ゆかた着付けコーナー 

 くま川祭りを浴衣で楽しんでいただけるよ

う、八代妙見祭衣裳方の講師陣による無料のゆか

た着付けコーナー（無料です！）を開設します。 

【日 時】8 月 3 日（土）16:00～19:00 

    ※荒天の場合は 8 月 4 日（日） 

【場 所】やつしろハーモニーホール 3 階和室 

※浴衣、帯、腰ひも 2 本、ぞうりなどは各自ご

持参ください。 

※当日は混雑が予想されますので、 

事前のご予約をおすすめします。 

【問合せ】八代妙見祭保存振興会 

（文化まちづくり課） 

     ℡：0965-33-4533 

 

 

 

 

  
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『八代妙見紅道中』参加者大募集！ 

八代妙見祭をテーマにした舞踊 創作曲「八代妙

見紅道中」を踊ることで、武家（男性）の祭礼行

事である妙見祭を女性の彩と香りで盛り上げま

す。 
 

出演 御夜 11 月 22 日（金）17:00～本町ｱｰｹｰﾄﾞ

予定 八代市文化祭 10 月 27 日（日）厚生会館 

【申込み】8 月 20 日（火）締切 

     申込み後、説明及び練習会を開催いたします。 

【練 習】第 1 回 8 月 25 日（日）13:30～ 

【場 所】代陽公民館 

※9 月から月 2 回程度練習予定 

【対 象】一般女性（学生含む）15 名程度 

【参加料】3,000 円（学生無料） 

【問合せ】日本舞踊八代「絆の会」 

     ℡：0965-35-6128（FAX 兼） 

24 時間ﾃﾚﾋﾞ 36「愛は地球を救う」八代会場 

～募金のお願いとボランティア募集～ 

八代宮鳥居前をはじめ、八代市・郡 9 ヶ所で皆

様の愛の募金を受け付けます。 

【日 時】8 月 24 日(土）10:30～25 日(日)20:00 

【 】８月１7 日（日）13:00～ 

やつしろハーモニーホール（さわやかﾔﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ） 

     ８月２4 日（土）13:00～ 

イオン八代店（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ＆イベント） 

※募金会場の詳細は８月１日の市報をご覧ください。 

【対 象】ボランティア活動に興味のある方 

【問合せ】24 時間テレビ「愛は地球を救う」八代会場 

実行委員会（24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力会）

℡：090-4585-1991（柴田） 
「八代市音声訳ボランティア萌の会」 

講習会 
音声訳に必要な知識や技術を学ぶための講習

会を行います。興味のある方ご参加ください。 

【日 時】9 月２日（月）～12 月 2 日（月） 

     10:00～12:00 毎週月曜 (祭日除く) 

【場 所】八代市総合福祉センター ２階 

【対 象】一般・どなたでも 【参加料】無料 

【問合せ】八代市音声訳ボランティア萌の会 

     （八代市社会福祉協議会内） 

℡：0965-62-8228 

『第 4 回 夕涼みお話会』 

夏の暑い夜を「こわ～い」お話で涼しくします！ 

落語、素話、お芝居、スクリーン紙芝居と盛沢山！ 

【日 時】8 月 9 日（金）19:15 開場 19:30 開演 

【場 所】麦島公民館  ※終了予定 21:00 

【参加費】無料 

【問合せ】麦島校区青少年育成会 

℡：090-3013-9169（堀） 

※地域の有志が主体となって手作りで行う事業です。

自分の校区でも取り組みたい、というお考えの方の見

学もお待ちしています。 

 

 

好評でした「赤ちゃん木育ひろば」 

5 月の連休明けに、スイートカフェまーぶる（塩屋

町）において、小さい子どもさんに木のおもちゃに触

れ合ってもらう「赤ちゃん木育ひろば」を開催し、と

ても好評でした（入場無料）。この広場はちょっとし

たスペースがあれば開催できますので、関心のある方

はご連絡ください。 

八代おもちゃ図書館 ℡：0965-35-2190（植草） 

 

おもちゃのボランティア大募集！！ 

【内 容】おもちゃを消毒するボランティア活動や「おもちゃの広場」の実行委員 

を募集します。一緒に広場の企画や手作りおもちゃ教室の準備、子どもとのおもちゃ遊び 

をしませんか？ 

【時 期】①おもちゃの消毒…月に数回（2 時間程度） ②おもちゃの広場…年に数回 

【場 所】①市保健ｾﾝﾀｰ、公民館、労災病院、障害児ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所など ②保育園、幼稚園など 

【対 象】こどもの遊びやおもちゃに関心のある方ならどなたでも 

【問合せ】八代おもちゃ図書館（植草）℡：0965-35-2190 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やつしろＮＰＯ情報！」第 3２号：平成２5 年７月発行 
★第 3２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１０月発行予定です。 

地球を１つの国にする活動に 

参加しませんか？ 

2009 年に地球国づくり推進会として発足 

2012年11月20日特定非営利活動法人として設立 

2012 年 12 月 13 日地球国づくり推進会のﾊﾞｲﾌﾞﾙ

「私が地球国の大統領になったら」発売 

 私共、地球国づくり推進会は、2012 年 12 月

より本格的に大使館、ＮＧＯ団体、大学の平和学・

政治学の教授、国際機関、外務省他への本の贈呈

などによる働きかけを始めました。おかげさまで、

大使、大学教授をはじめ様々なところからご賛同

の声を頂いております。大変大きな平和活動の為、

ボランティア活動してくださる方やご支援も含め

入会者を個人団体問わず、募集しております。ホ

ームページ又はメールにて受け付けております。

Facebook、Twitter のページも開設しておりま

す。ホームページにリンクがありますので、ご賛

同頂けましたら「いいね！」「フォロー」もお願

いします。 

【問合せ】特定非営利活動法人地球国づくり推進会 

℡：0965-35-0017（久保） 

E-mail：tikyuukoku@mirror.ocn.ne.jp 

     HP：http://www6.ocn.ne.jp/~tikyuuk/ 

会員募集のご案内 

登山やハイキングの絶好期 

（秋）に備えて、登山の勉強 

やトレーニングを、山の会会員と一緒に取り

組みませんか？ 

勉強会開催に加え、毎月 1～2 回の登山も

実施しています。お気軽に勉強会を見学にお

越しください。 

【日時】毎月第 2 水曜日 19:00～ 

【場 所】厚生会館大集会室 

【対 象】どなたでも 

【入会金】2,000 円 【年会費】2,000 円 
 

登山教室も開催！生徒募集中！ 

平成 25 年 9 月～平成 26 年 3 月にかけ

て、全 11 回（内フィールドトレーニング 2

回）の登山教室（ハイキングの基礎知識）

も開催しますので、興味のある方はお問合

せください。 

【問合せ】八代山の会（谷川） 

℡：0965-38-1300 

 

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 

講話のご案内 

 国際協力事業を続けておられる国際協力機構

デスク熊本の大野章子氏による、日本の外国への

支援の実情と人との交流体験を交えての講話を

行ってもらいます。 

【日 時】9 月 5 日（木）10:00～11:30 

【場 所】八代教育会館 【参加費】無料 

【対 象】どなたでもご参加ください 

【問合せ】地域日本語支援やつしろクラブ 

℡：0965-35-4285（内山） 

とら太の会発足 30 周年 

記念講演会 

【講演】「自閉症の僕が語る自閉症の世界」 

講師 東田 直樹 氏 

「わが子の可能性を信じる子育て」 

  講師 東田 美紀 氏 

【日 時】9 月 7 日（土） 

13:00 開場 13:30 開演 

【場 所】やつしろﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ 市民ﾎｰﾙ 

【対 象】八代地域のみなさま【参加】無料 

【問合せ】ＮＰＯ法人とら太の会 

     ℡：0965-30-0701 

 

 


