
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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(10～12月) 

Ｐ４ 会員募集・パレアからのお知らせ など 

平成 25年 10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 48,110団体 

■ 県内認証数    689 団体 
平成 25年 8月末日現在 

■ 市内認証数    31団体 
平成 25年 9月末日現在 

 

ＮＰＯ法人数 

■ 登 録 数   31団体 
平成 25年 9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！ 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火の国ボランティアフェスティバル八代 
 

～やっちろよかとこよか心～ 
 

 第14回全国ボランティアフェスティバル火の

国くまもと（平成 17 年）開催を契機に、県下に

おける地域ボランティア活動のより一層の振興

を図るために県下各地域持ち回りで開催されて

います。今回、八代地域において県内のボランテ

ィアの交流と研鑽、拡大の場として開催します。

是非、ご参加ください。 
【期 日】１０月５日（土）・６日（日） 

【会 場】八代市厚生会館 八代市西松江城町 1-47 

【内 容】5 日…基調講演、分科会、交流会など 

     ６日…ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾄｰｸ、引継ぎ式 

※６日の参加者を募集します！！ 

【参加費】お問い合わせください 

【問合せ】八代市社会福祉協議会内 

第 7 回火の国ボランティアフェスティバル 

八代実行委員会事務局 ℡：0965-62-8228 

初代八代城（古麓城）登山 

八代市立博物館の鳥津学芸係長に講師・案内役を依頼し、初代八代城であった 

山城（古麓城）跡を訪ねます。山登りのできる服装でご参加ください。 

※雨天の場合は室内での講話に変更します。 

【日 時】１１月９日(土) 9:00～正午  【場 所】砥崎の河原 集合・解散 ※駐車可 

【対 象】どなたでもご参加ください※ただし、先着 30 名まで 【参加費】1,000 円（保険料・謝礼等含む） 

【問合せ】特定非営利活動法人人権 NPO ちなもい  ℡：090-9793-8641（有馬） 

：ysarima@mail.goo.ne.jp 

坂本町観光モニターツアーのご案内 

 坂本町の豊富な資源を見て回り、観光という観

点からツアーの内容や、ツアー中に感じた思いを

共有し合い、カスタマーから見た「良い点」「悪

い点」を整理・絞り込みを行います。一緒に、坂

本町観光の可能性を探りませんか。 

【日 時】１１月２日（土）9:00 集合 13:00 解散 

【場 所】坂本町西部「釣舟・民宿・森屋」駐車場 

※古田神社横 

【対 象】一般・どなたでも（定員 13 名で締切） 

     保険加入のため住所・氏名等を教えて頂ける方 

【参加費】1,000 円（保険料・お弁当代含む） 

【問合せ】NPO SSP 

℡/ ：0965-45-3406（森屋） 

 

第 40 回ボランティアＰウォーク 10 

 あしなが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

ペースで歩きながら、自然・歴史探索を楽しみ、自ら

の健康増進と仲間づくりに、ご家族お揃いでお気軽に

ご参加ください。 

【日 時】１１月１０日（日）9:00(受付) 10:00 開会 

【場 所】球磨川河川敷スポーツ公園(専用テント目印） 

【対 象】ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に興味のある方はどなたでも 

【参加費】大人・大学生 500 円 中・高校生 300 円 

小学生以下 100 円（保険・資料代・記念品代含む） 

【問合せ】あしながＰウォーク 10 八代実行委員会 

（24 時間ﾃﾚﾋﾞ八代ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力会） 

℡：090-4585-1991（柴田） 
 

『秋期バスハイク』参加者募集 

日本で最も高いところにある火山湖 

『霧島・大浪の池』を巡り、紅葉を愛 

でながら、秋の一日をハイキングで楽しみません

か！ハイキング終了後には霧島の温泉に入ります。 
 

【日 時】１０月２７日（日）7 時出発 

     ※6:50 までに集合 

【場 所】八代市役所駐車場集合 

【対 象】どなたでも 

【参加費】3,000 円（小学生 2,000 円） 

【問合せ】八代山の会（谷川） 

℡：0965-38-1300 
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クリスマス交流会のお知らせ 

外国では聖なるクリスマス… 

地域日本語支援やつしろクラブで 

は、いろんな人たちが交流でき、 

楽しい時間になるようにゲーム、 

マジック、料理などを取り入れた 

クリスマス会を開催します。 
 

【日 時】１２月１５日（日）14:00～16:00 

【場 所】教育会館 ２階 

【対 象】一般・どなたでも 

【参加料】一家族 500 円 

【問合せ】地域日本語支援やつしろクラブ 

     ℡：0965-35-4285（内山） 

プロ棋士が来る！「第 1 回八代城将棋大会」 

１１月１７日は「将棋の日」 
 

昔、お城では将棋大会が開催されていました。 

現在、八代では多くの小学生・女性も日本古来

の将棋をとおして交流し楽しんでいます。今回、

プロ棋士の青野照市九段をお招きし「八代将棋大

会」を開催します。是非、ご参加ください。 
 

【日 時】１１月１７日（日）9:00～ 

【場 所】太田郷公民館講堂 新八代駅西口からすぐ 

【対 象】○団体戦 

3 人編成（先方・中堅・大将） 

      ※団体戦は、上級、中級の部の二部制 

     ○個人戦 

初級Ａ（こども及び一般の初級） 
      初級Ｂ（ﾙｰﾙ等習得し、初めて大会 

に出場するこども及び一般） 

【参加料】団体戦 1 チーム 1,500 円 

     個人戦 子ども   300 円 

         一般（初級）500 円 

【申 込】１１月１０日（日）締切 ※必着 

     〒866-0825 八代市井上町 311-26 

      八代将棋教室 小笠原 亨 宛 

     ※葉書及び封書に団体戦・個人戦のど

ちらか、また、参加者名（年齢）、

連絡責任者の氏名・連絡先などを記

入後、郵送してください。 

【問合せ】八代将棋教室 

     ℡：090-1086-5870（小笠原） 
 

※平成 25 年度八代市がまだしもん応援事業 

高校受験対策！個別学習指導のご案内 

丌登校生徒（非行・丌良・ひきこもり）等への学習指導を行います。高校受験に向けた中学生限定

とし、マンツーマンで学習指導を行います。 

その他、丌登校やひきこもり青尐年について相談したい方など、お気軽にお問い合わせください。 

【時 間】月曜日 9:00～23:00  火～金曜日 9:00～17:30 

土曜日 9:00～21:00 

【場 所】NPO 法人リレーション 【対 象】中学 1 年～3 年生まで 

【費 用】有料 ※詳細につきましてはお問合せください。 

【問合せ】NPO 法人リレーション（心ｸﾘﾆｯｸ内） 八代市錦町 16-4 

℡：0965-32-9776  ：npo.relation@gmail.com 

市民ハイキング！龍峯山に登ろう！ 

① 市民ハイキングのご案内 

【日 時】１２月１５日（日）8:00 

【場 所】龍峯山五合目広場集合 

【ルート】五合目～山頂～竜の岩屋 

     ※雨天の場合中止します 

【参加費】無料 

② 新年のご来光を・・・ 

【と き】１月１日（水）元旦 

【内 容】7 時 20 分頃、山頂ではご来光を眺

めることができます。ぜんざい等の接待もあり

ます。ご自由にお越しください。 

【問合せ】八代山の会（谷川） 

℡：0965-38-1300 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やつしろＮＰＯ情報！」第 3３号：平成２5 年１０月発行 
★第 3３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２６年１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 

■ＮＰＯ法人設立説明会 

 １０月１０日（木）18:00～20:00 

 １２月１２日（木）13:30～15:30 

  ３月１３日（木）13:30～15:30 

■資金と経営セミナー 

 １１月１４日（木）13:30～15:30 

■広報セミナー 

 ①キャッチコピー 

  １２月２２日（日）13:30～15:30 

 ②チラシについて 

   １月１９日（日）10:00～12:00 

 ③チラシ作成について 

   １月１９日（日）13:00～15:30 

【問合せ】くまもと県民交流館パレア 

ボランティア協働センター 

     ℡：096-355-1186 

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  ℡：0965-35-2190（植草） 

 

 

 

会員・通訳ボランティア・ 

支援企業を募集しています 

「地球を１つの国にする」大変大きなテーマです

が、これから先のことを考えますと、今から地球国

づくりの世論を世界中に盛り上げていかなければ

なりません。今私たちにできることは会員を増や

し、地球を１つにする世論を世界中に広めることで

す。会員・通訳ボランティア・支援企業を募集して

います。ご入会頂き、八代から世界に発信していき

ましょう。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） 

：tikyuukoku@mirror.ocn.ne.jp 

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

２０１３環境フォーラム in 八代 ～生ごみ有効利用による環境のまちづくり～ 

 佐賀大学農学部 染谷孝教授と NPO 法人全国菜の花プロジェクトネットワーク 藤井絢子代

表をお招きし、これからの八代の環境問題について議論の場を設けました。球磨川が八代海に

注ぐ素晴らしい八代の環境を次世代へ伝えるため、多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

【内 容】基調講演・パネルディスカッション ※参加無料 

【日 時】１０月３１日（木）15:00～17:00 【会 場】熊本高等専門学校八代キャンパス 

【問合せ】次世代のためにがんばろ会  ℡：0965-32-5081 

                   ：yukarin-m@mx32.tiki.ne.jp 


