平成 27 年 7 月発行

ＮＰＯ法人数
■ 全 国 認 証 数 50,147 団体
■ 県内認証数
729 団体
平成 27 年 4 月末日現在

■ 市内認証数

28 団体

平成 27 年 6 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

34 団体

平成 27 年 6 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
Ｐ２～３
お知らせ掲示板
NPOイベント情報(7～9月)
会員募集 など
Ｐ４ がまだしもん応援事業 採択事業決定
パレア情報

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。

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 12 日（日）9:30～12:00
【場 所】宮地小学校 体育館
【対 象】主に宮地校区の小学生・未就学児が対
象ですが、どなたでもご参加できます。
【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（文化振興課）

℡：0965-33-4533

『日本語支援やつしろクラブ七夕会』開催
七夕行事を通じて、外国の方と交流することを
目的に開催します。
【日

時】7 月１２日（日）
14:00～16:00
【場 所】八代教育会館
【参加費】100 円（幼児無料）
【対 象】どなたでも参加できます
【問合せ】地域日本語支援やつしろクラブ（内山）
℡：35-4285
地域日本語支援やつしろクラブのサポーターに
なって市内の外国の方と交流してみませんか

『むぎしま科学あそび教室』開催
毎年恒例の科学あそび教室です。「麦島のでん
じろう」こと瀧本久先生による、いろんな実験・
体験コーナーがいっぱい！わくわくどきどきの遊
びを通して、子どもたちに科学の世界を身近に感
じてもらう企画です。
【日

時】7 月 22 日（水）
10:00～12:30
【場 所】麦島公民館 中会議室
【参加費】無 料
【対 象】どなたでも参加できます
【問合せ】麦島校区青少年育成会（事務局：堀）
℡：32-3270

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、
八代妙見祭衣装方による無料のゆかた着付けコー
ナーを開設します。
【日 時】8 月 1 日（土）16:00～19:00
【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
事前のご予約をお勧めします。
【問合せ】八代妙見祭保存振興会
（文化振興課 ℡：33-4533）

日本に来て間もない外国の方が日本語を学ぶ環
境はまだ十分に整っていないのが現状です。
そこで、日本語指導や悩み相談などの生活支援、
そしてお互いの文化を学びあうことを目的にサポ
ーターを募集しています。
【入
【活

会】
動】

随時

だれでも参加できます

・くらしの日本語支援
・学校や行政機関の窓口や病院での
コミュニケーションのお手伝い
・交流会やイベントへの参加
・自分にできること、できる時間で参加する

【活動場所】 八代教育会館 2 階（大手町八代労働金庫横）
【代 表 者】 内山 和代（℡：35-4285）

親子“もったいなか”教室！
お買いもの利用者のごみ問題への意識を高める
とともに、親子で体験型学習会を行うことで日常
生活の見直しのきっかけづくりとすることを目的
とした教室です。是非ご参加ください。
【日 時】7 月 20 日（月･祝）10:30～14:30
【場 所】八代よかとこ物産館
【対 象】一般親子 限定 100 人
【参加費】無料
【内 容】
①ごみ問題の学習会（クイズ大会等）と
生ごみ処理箱「もったいなか箱」の紹介
②ものづくり教室（泉分校間伐材等を利用した工作）
③リサイクルエコ工作教室
（イ草和紙作り親子体験・プラホビー体験）

【問合せ先】次世代のためにがんばろ会 事務局

℡：0965-32-5081（松浦）

『 夕 涼 み お は な し 会 』

八代の戦跡を巡るツアー！

読み聞かせボランティアグループ「麦っこ」の
会による「こわ～い」お話しを集めたおはなし会
です。お芝居・スクリーン紙芝居・素話・パネル
シアターなど盛りだくさんの内容で、みなさんを
涼し～くしますよ～！

戦後 70 年を機に、八代に残っている戦跡や遺
物などを訪ねて回ります。

【日 時】8 月 7 日（金）19:30～
【場 所】麦島公民館 和室
【参加費】無料
【対 象】どなたでも参加できます
【問合せ】麦島校区青少年育成会（事務局：堀）
℡：32-3270
※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。

【見

おやこデイキャンプ

開催！

八代の自然に親しむことを目的とした親子デ
イキャップです。是非ご参加ください。
【日

時】８月 9 日（日）

【対

象】親子 限定 50 名

【場
【会

所】熊本県氷川ダム管理署
費】昼食代 大人 1,000 円、子ども 500 円
※八代駅・有佐駅からバス送迎有り
【内 容】外来魚学習会とダム湖見学
伐採竹・泉分校間伐材を利用した工作
ものづくり教室(泉分校間伐材を利用した工作)
山菜料理教室(そうめん流し体験あり)
【申込み】次世代のためにがんばろ会 事務局

℡：0965-32-5081（松浦）

【日 時】８月８日（土）8:50～12:00
【集 合】八代市立博物館駐車場
学】博物館⇒日奈久小学校(沖縄の疎開児童)⇒

日奈久トンネル(工事殉教者の碑)⇒球磨川(機銃
の跡)⇒宮原小学校(青い目の人形)
【対 象】どなたでも
【参加料】1,500 円（博物館入館料・謝礼含む）
【申込み】人権 NPO ちなもい（事務局：有馬）
℡：090-9793-8641

24 時間ﾃﾚﾋﾞ 3８「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 10 ヶ所で
皆様の愛の募金を受け付けます。
【日 時】8 月 22 日(土)10:30～

23 日(日)20:00
【イベント】８月 22 日(土)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 22 日(土)13:00～
イオン八代店（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ＆ｲﾍﾞﾝﾄ）
※募金会場の詳細は８月１日の市報をご覧ください。
【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）

10 周年記念 講演会＆交流会

℡：090-4585-1991（柴田）

－八代市男女共同参画社会づくりﾈｯﾄﾜｰｸ－

当ネットワークは、男女がともにいきいきと暮ら
す社会づくりを目指して活動しています。今年は、
結成 10 周年を迎え、更なる飛躍に向けて講演会と
交流会を開催します。
【日 時】 9 月 13 日（日）13:00～
【場 所】 肥後銀行 八代支店 セミナールーム
【内 容】
○第１部 講演会
講師：村山由香里さん(福岡県男女共同参画ｾﾝﾀｰ前館長)
○第 2 部 交流会
【対 象】 どなたでも（定員 100 名程度）
【参加料金等】交流会参加の方 300 円程度 託児あり
【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（人権政策課） ℡：33-1701

八代史跡案内者の会

会員募集

八代には、八代城や松浜軒・妙見祭など、全国
に誇れる宝がたくさんあります。八代史跡案内者
の会は、平成 3 年の発足以来、月 1 回の例会や
各種の講座に参加し、自分たちで学びながら、八
代を観光されるお客様等へのガイド活動等をし
ています。一緒にふるさと八代の魅力を発信しま
せんか？
【対 象】 どなたでも
【年会費】

2,000 円

【申込・問合せ】
八代史跡案内者の会 代表 中村 重之
℡：090-3606-0672 fax：34-9277

平成 2７年度八代市がまだしもん応援事業

採択事業決定！

八代市では、平成２４年度から福祉・教育・環境などにおいて複雑化、多様化する課題解決のため、市
民（市民活動団体）の皆さんの豊かな発想を生かした協働事業の提案を募集しています。今年度は、団体
の自由な発想でテーマを設定し事業を提案いただく「市民提案型協働事業」に８事業、行政が設定したテ
ーマに基づいて提案をいただく「行政提案型協働事業」に1事業の提案をいただき、５月２７日に実施し
た第１次審査で８事業を採択事業候補として選考し、６月１２日（金）に第２次審査を行いました。
第２次審査では、団体によるプレゼンテーションを行い、市民協働活動審査会委員による「地域・社会
の問題解決」、「役割分担と相乗効果」、「先駆性」、「実現性」、「経費の妥当性」の面で評価及び審
査を行いました。
どの団体も提案事業や八代市への想いを熱く語られ、審査も難航しましたが、市との協働事業としてよ
り相乗効果が高く、先駆性のあるものなどを総合的に判断し、今年度予算の範囲内で市民提案型協働事業
6事業、行政提案型協働事業1事業を平成２７年度八代市がまだしもん応援事業の採択事業として決定しま
した。

― 平成２７年度採択事業 ― （）内は団体名
【行政提案型協働事業】6 事業
○語れる畳屋さん倍増プロジェクト その弐（NPO 法人たたみネット２１）
○地域防災活動者養成事業（麦島校区青少年育成会）
○八代妙見祭神幸行列「白和幣」参加のための保存管理と学習会の開催（八代妙見祭保存振興会）
○麦島城歴史資料等の整備活用（麦島住民自治協議会）
○公共交通利用者を活用したまちづくり事業（ＮＰＯ法人ネット八代）
○こんまちの歴史伝統ば残すったい！プロジェクト地域住民との協働による 400 年の伝統をも
つ八代宮地和紙の継承と新たなデザイン開発 （八代宮地紙漉きの里を次世代につなぐ研究会）
【行政提案型協働事業】1 事業
― テーマ：地域人材の育成 ―
○地域後継者育成セミナー（トータルマネジメントクリエーター「TMC」）
【お問合せ先】
八代市役所

市民活動政策課

℡：３３－４４８２

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皆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】 7 月 9 日(木) 18:00～20:30
９月１７日(木) 18:00～20:30
【場所】くまもと県民交流館パレア 会議室２
【申込】パレアルーム
℡：096-355-1186 Fax：096-355-4318

≪第 2 次審査の様子≫

NPO 法人

書類作成法セミナー

事業報告書や定款変更等の各種手続きに関す
る書類の書き方やポイント等を説明します。
【日時】8 月 19 日(水) 18:30～20:00
【場所】くまもと県民交流館パレア 会議室３

NPO 法人

会計セミナー

― 魅せる事業報告書の作り方！ ―
【日時】９月 ３日(木) 18:30～20:00
【場所】くまもと県民交流館パレア 会議室２
≪申込み先≫パレアルーム
℡：096-355-1186Fax：096-355-4318

★ 市民活動団体の登録について ★登録団体数は

34 団体です（６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４０号：平成２７年７月発行
★第４０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１０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

