
 NPO Information in YATSUSHIRO！

平成 19 年 7月 1日発行 

八代地域の元気なＮＰＯとボランティアを結ぶ情報紙！ 

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。

※ この団体紹介は、「やつしろ市民活動団体一覧」を基に、各団体の協力を得て掲載しています。 

「お話し会するけど聞いていかんね。」小学校前の公民館

や時には校庭の隅っこに敷いたゴザの上で、嬉しそうに聞

いてくれる子ども達に逆に元気をもらいながらやってい

たお話し会も、ボランティアグループとして結成１３年目

を迎えております。 会員は現在１３名。２０代から７０

代までと年齢も職業も様々です。会員一人ひとりの持ち味

を生かした活動をモットーとして、千丁校区を中心に、歌

やお話、読み聞かせを行い、色々な方々と触れ合い喜んで

いただいています。 

 夏は、いぐさの里公園で、１６ｍｍの「星空映画会」を

上映、地域の子ども達へ朝のラジオ体操後にお話し会を行

っている会員もいます。冬は全員で「ぽかぽかお話会」を

千丁図書館で開催しています。年２回「山猫軒だより」も

発行しています。これからも会員一人ひとりが自分の行き

方の一つとして、自然体で楽しみながらやっていければと

思っています。 昨年の「星空映画会」の様子

代表者：谷井信子 〒869-4704 八代市千丁町古閑出241-3
TEL : 0965-46-2061（FAX兼） 
E-mail：babochan@y.email.ne.jp 

私たち「集いの家」は、ＮＰＯ法人になってから取

組み始めた作業の１つに“資源ゴミ回収”があります。

 作業所がある、古閑中町周辺を月に１回、第２金曜

日の午前中に個々の家の前に出してある資源ゴミを回

収し、それを業者さんに売ってお金を得ています。 

 最近は協力してくださるご家庭も増え、作業中声を

かけていただいたりと、大汗かきながら、皆楽しく作

業しています。作業所までご持参いただければ、常時、

引き取り可能です。 よろしくお願いします。 

【回収品目】・新聞（広告紙込み） 

      ・アルミ缶 

      ・ペットボトル、雑誌 

      ・ダンボール 

   作業所まで持参の場合、常時引き取りＯＫ 

   留守のときは、玄関前においてください。 

日帰り旅行：大宰府天満宮
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TEL： 0965-31-8303（FAX兼） 
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１Ｐ：団体紹介 ２Ｐ：ＮＰＯ･ボランティア豆知識、ＫＥＹワード  
３Ｐ：ＮＰＯ最前線 ４・５Ｐ：お知らせ掲示板、ＮＰＯ法人数 ６Ｐ：ちょっと一服･･･ 



 

今さら聞けない、ボランティア活動やＮＰＯ活動に関連する言葉

を集めてみました。  

参考文献：まあるい地球のボランティア・キーワード 145

〔ボランティア学習事典〕

今回は福祉分野に関する活動です。 

様々な活動が考えられますが、実際に行うにあたって、色んな注意が必要になります。 

高齢者や障害者の方々との活動や日頃からできる活動をいくつか紹介します。 

■ 高齢者や障害者が生活上困難 

にしている着脱・排泄・食事・移 

動などの介助を行う活動。 

※高齢者や障害者との日頃のコ 

ミュニケーションが大切です。 

■ 保育園・障害者施設・高齢者

施設・デイサービスセンター等の

福祉施設を訪問し、介護・作業・

行事等の補助、趣味活動等の支援

を行う活動。 

※事前に福祉施設への確認など

が必要と考えられます。 

■ 視覚・聴覚障害者等のコミュ

ニケーションや情報不足という

生活問題に、手話・点字・朗読（録

音）などの技術を提供する活動。

※手話サークルや点字を学べる

ところで勉強などを行い、活動し

ましょう。 

■ 一人暮らし高齢者や高齢者夫

婦、虚弱高齢者、障害をもつ人等

の食事づくりが困難な人に、公民

館や老人ホームなどで食事を作

ったり、その食事を定期的に配達

する活動。  

※栄養管理や調理師免許が必要

な場合があります。 

２ 

◆自分なりに工夫した活動にも 

チャレンジしてみましょう！ 

ユニバーサルデザイン 
はじめから、さまざまな使用者や利用者を想定し、
できるだけ全ての人々が利用しやすいものづくり
や環境づくりを推し進めようとする。 
これはまた、まちの中から「障害者用」というレッ
テルをはがしていくプロセスでもある。 

バリアフリー 
ｂａｒｒｉｅｒ（障害）とｆｒｅｅ（自由な、解放
された）を組み合わせた造語で、「障壁がない」な
どと解釈される。 
元来は、高齢者や障害者に配慮して、段差などをな
くす、という意味の建築用語であるが、現在ではよ
り広義に、社会生活・制度や施策・情報分野、心理
面など、あらゆる生活場面の「障壁除法」という意
味で用いられる。 リスク・マネジメント 

組織や事業に対して損失を与える要素を可能な限り
未然に防いだり、余儀なく出た損失に対し、それを
最小限に抑えるために、さまざまな方法で体系的に
取り組むことをいう。 
日本でも NPO 法人が誕生したことで組織の専門性
が問われ、このノウハウも学ばれはじめている。 

介助活動：フレンド 

訪問活動：ボランティアグループしらさぎ会、フレンド東陽なごみ 

八代琴修会、八代市芸能ボランティア倶楽部 

手話活動：熊本県手話サークルわかぎ八代グループ 

点訳活動：点訳ボランティア「虹の会」 

朗読活動：朗読ボランティア萌の会、お話ボランティア「山猫軒」 

子羊文庫、お話ネットワークいないいなばあの会 

配食活動：特定非営利活動法人やつしろ配食サービスワーカーズ・パセリ

※ 他にもたくさんの団体が活動しています。

参考：やつしろ市民活動団体一覧 
から抜粋（平成 18 年 12 月修正版） 

参考：葉山町社会福祉協議会ホームページ（資料保管庫）



 

３ 

情報を自分のもにしましょう。

■「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。 

コンテンツ：ＮＰＯって何？ ＮＰＯをさがす ＮＰＯ法人をつくる・営む ＮＰＯを応援します 団体別情報 など

 

■「くまもとボランティア・ＮＰＯネット」http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/index.asp
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が作成するホームページで、県内のＮＰＯ法人に関する

情報やイベント・セミナーなどの情報、また熊本県からのお知らせなどを提供しています。 

 

■「ＮＰＯＷＥＢ」http://www.npoweb.jp/ 
シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会が作成するホームページで、全国からの市民活動に関する情報や助成金等の

情報や支援情報、またなんでも質問箱など、ＮＰＯに関する様々なお役立ち情報が掲載されています。 

世代間の交流！ 子供の笑顔と環境を考え 

できることから体験を！ 

6 月 9 日（土）、水無川にて第５回かき殻まつりが行われました。 

これまで、宮地小学校(新川)をメイン会場に行なわれていましたが、

今年は水無川の宗覚寺周辺にホタルを増やそうという目的で、砥崎の

川原一帯がメイン会場となりました。 

参加者は述べ 700 名、たくさんの小・中・高校生と宮地校区の住民

のみなさんやボランティアグループの皆さん、また、多くの方がボラン

ティアとしても参加されるなど全国からも多数の参加がありました。

市内の全高校から生徒が参加し、ナザレ園の子ども達や参加者同士が

クイズやレクリエーションを通じて、初めて会った同士でも手を取り合

って楽しみ、親交を深め、さらに河川の役割やかき殻の与える効果など

を学びました。 

他にも、川原の上流では、ソーメン流しやい草のかき氷、スイカの食

べ放題などが振舞われました。 

また、八代市の環境課からも BDF（バイオ ディーゼル フューエル）

を使用した環境に優しいトラックなども提供していいただき、二見漁港

から採取したかき殻を運んだりしました。 

主催は「次世代のためにがんばろ会」で、他に３５団体からの参加が

あり、すべてのイベントが盛況に終わりました。 

このコーナーでは、皆さんの活動の様子やイベントなどの報告など
多くの情報をお待ちしています。 
詳しくは、生活安全課までご連絡ください。 

（問合せ）次世代のためにがんばろ会

代表：松浦

TEL 0965-32-5081

FAX 0965-32-2528

E-mail yukarin@vp.tiki.ne.jp

かき殻の採取（二見漁港）

かき殻の投入（水無川）

レクリエーションの様子そうめん流しの様子 



  

 
 

４ 

●山猫軒「星空映画会」へのお誘い
 

「お話ボランティア山猫軒」では、星空の下で映画を

楽しむ「星空映画会」を開催します。 夜風を受けながら

座って見るも良し、寝転んで見るも良し。 うちわ、飲み

物、おにぎりなど、ご自由に持ってきてくださいね。 

※上映作品 16 ミリ映画「かわいいマーニー大空へはば

たけ」（40 分）と同じく 16 ミリ映画をもう一本 

 

日時：７月２７日（金）19:30～20:30 

場所：千丁いぐさの里公園 

（雨天時は千丁公民館大ﾎｰﾙ） 

対象：一般、親子、どなたでも 

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/FAX 0965-46-2061 

●ＮＰＯ法人｢くまもと共育会｣設立
記念講演会！ 
 
 くまもと共育会では設立を記念して、講演会を開催し

ます。 不登校・ひきこもり等に関心のある方、是非おい

でください。 

演題：「不登校・ひきこもりは治せる！」 

    ～希望の星！ 見えた、見つけた、輝いた～ 

講師：中道 久雄（ＮＰＯ法人くまもと共育会理事長） 

※他 1 名の講演のあと教育相談会も予定しています。

 

日時：９月２２日（土）13:00～17:00 

場所：やつしろハーモニーホール３階中会議室 

対象：小・中・高の不登校生、高校中退者、ひきこもりの

方とその家族、小・中・高の先生、その他不登校・

ひきこもり等に関心のある方 

費用：資料代 500 円 

 

（問合せ） 

ＮＰＯ法人日本教育相談研究所『くまもと共育会Ｔ．Ｔ』

〒862-0971 熊本市大江 5 丁目 3-2

担当：清田 （携帯 090-7383-0183）

TEL 096-366-1080 FAX 096-371-3871

●ＥＭ学習会！ 
 
毎月第３水曜日にＥＭを使った環境学習やＥＭ家庭 

菜園などの学習会をしています。 

７月１８日 ＥＭ廃油石けんづくり 

９月１９日 第１回エコアドバイザー資格取得講習会 

 

日時：平成１９年７月～平成２０年３月の第３水曜日 

13:30～15:30 

場所：ＥＭ彩館（麦島東西町） 

対象：どなたでも  費用：無料 

 

（問合せ）八代ＥＭ環境浄化の会 ＥＭ彩館内

TEL/FAX 0965-33-8638

●七夕こども大会！ 

 合掌子供会では、やすらぎ保育園、ボランティアグルー

プ「しらさぎ会」などの協力を得て、７月第１土曜日の夜７

時から「七夕こども大会」を開催します。 

 今年もマジックやゲーム、歌、踊りなど多彩な内容で行

う予定です。 

 

日時：７月７日（土） 19:00 開会 

場所：明泉寺 （植柳元町 5716） 

対象：どなたでも参加できます 

費用：無料  

（問合せ）合掌子供会

TEL 0965-32-5802

FAX 0965-31-6622

●けん玉教室とビー玉つまみ体験 
実習を開催しています！ 

 八代けん玉育成協会では、イオンジャスコ八代店の

協力のもと、毎月１回、子ども達のやる気と集中力、粘

り強さを身につけてもらうために、昔遊び体験として伝

統のあるけん玉やビー玉遊びなどを中心とした身体で

おぼえる体験実習を開催しています。 

 ほかにも、皿玉、グラスボール、皿回し、ガリガリ竹ト

ンボ、い草ばんぺいゆ、人形体操、天井コマ、手回しゴ

マなどが体験できます。 

 

日時：７月 ８日（日）13:00～15:30 

    ８月１２日（日）13:00～15:30 

    ９月 ９日（日）13:00～15:30 

場所：ジャスコ八代店１階センターコート 

対象：幼児～小学３年生まで ５０名 

費用：無料 

（問合せ）八代けん玉育成協会 担当：木下

TEL 0965-33-1675（午後７時～午後１０時）



 

■特定非営利活動（ＮＰＯ）法人になるためには、県又は内閣府の認証が必要です。 

ＮＰＯ法人になると事務所を借りることや銀行口座の開設、不動産の取得などの法律

行為を団体名義でできるようになります。 しかし、認証は県や内閣府がお墨付きを 

与えたというものではありません。 ＮＰＯ法人はその活動実績や情報公開などを行い

その積み重ねによって自ら信用・信頼を築いていくことになります。 

平成１９年５月末日現在 

■ 都道府県認証数 29,077 団体 

■ 内閣府認証数   2,504 団体 

■ 全国認証数   31,581 団体 

平成１９年５月末日現在 

■ 県内申請受理数   388 団体 

■ 県内認証数     378 団体 

■ 市内 NPO 法人数    15 団体 

情報提供：内閣府ＮＰＯホームページ

５

●24 時間ﾃﾚﾋﾞ 30 
「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 

募金会場 

○八代宮鳥居前  ○ジャスコ八代店  

○ジョイプラザ八代店 ○本町アーケード  

○八代駅前  ○氷川町竜北道の駅  

○マルショク日奈久店  

○やつしろハーモニーホール 

 

イベント会場 

１８日（土）15：00～ジャスコ八代店 

（オープニングセレモニー＆イベント） 

１９日（日）10：00～やつしろハーモニーホール

（さわやかヤングステージ） 

 

日時：８月１８日（土）14：00～ 

１９日（日）20：00 全国一斉開催！ 

場所：八代宮鳥居前ほか市内 7ヶ所で実施 

対象：ボランティアに関心のある方は 

どなたでも参加できます。 

費用：無料 

（問合せ）24 時間ﾃﾚﾋﾞ「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）

常任委員会：柴田（携帯 090-4584-1991）

FAX 0965-31-6144

●レジ袋減らし隊！  

八代市生活学校では、持続可能な地球環境を子孫に

残すことを目的に身近な生活の中にある様々な環境問

題に取り組むべく、マイバック持参運動などを展開してき

ました。 しかし、一般の関心は低いのが現状です。 

そこで、７月１日から１２月３１日まで、レジ袋の 3,000

万枚削減を目指して活動を行います。  

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

レジ袋は年間 305 億枚使われるといわれています。 

このため、約 60 万キロリットルの石油が使われます。 

 
（問合せ）八代市生活学校

代表：山中タミ子
TEL 0965-34-8692

（全国生活学校連絡協議会）
（全国地域婦人団体連絡協議会）

●賢く生きようステキな老後 
 

介護の事について知りたい。 

介護保険の上手な使い方を知りたい。 

介護予防（寝たきり、呆けにならない為には）などを 

学びます。 

 

日時：８月２４日（金） 13：00～14：00 

場所：アトリエ孝子（本町３丁目 安養寺） 

対象：八代市民の方ならどなたでも 

費用：無料 

（問合せ）ＮＰＯ法人笑顔やっちろ

TEL 0965-39-5330 

FAX 0965-39-5331 



 

「やつしろＮＰＯ情報！」第８号：平成１９年７月１日発行

★第８号をお届けしました。 

今後も皆さんのお役に立つ情報を発信できることを目標に作成して参ります。 

★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１９年１０月１日発行予定です。

実は創刊号と第２号で「広報」について一服したことがある。 

今回は再度、広報について考えてみよう。 

 

団体の広報活動には様々な種類がある。 

最も身近なものは、チラシやパンフレット（以下、「パンフ」）などを作成することである。 

しかし、チラシやパンフなどを作成するには、幾つかのポイントがある。 

まずは、手にとってもらうこと。 

次に読んでもらうこと。 

その次が興味を持ってもらうことである。 

「そんなことはわかっているが・・・」なんて考えているうちに、団体の活動情報や会員の 

募集、イベントの周知など、様々な場面で活用できるのものを実際に作成してみよう。 

つまりチラシやパンフのイメージを紙に書いてみること。 

この作業の繰り返しが、団体の強み（売り）や一番伝えたいことを明確にする近道なのだ。 

要は、チラシやパンフを通じて「何を伝えるか」だ！ 

そのテーマが明確であれば「手にとってもらうこと」がより近くなる。 

ちなみに、「キャッチコピー」などを入れ込むのもひとつの方法である。 

 

「何を伝えるか」を明確にできたならば、次は場所だ。 

配布する場所を考えよう。 

イメージどおりに作成できても、相手に届かなければ意味がない。 

実際に、民間の企業や銀行、はたまたコンビニ etc． 

考えればたくさんあることに気付く。 

もちろん、置いてもらえるかは団体の努力（交渉）次第でもあるのだが・・・。 

 

広報活動、特にチラシやパンフについては、何をどこでどのようにして伝えるのか、といった

いくつかの要素を考えることができれば、そう難しいことではない。 

手軽なところから始めれば、楽しいものである。 

楽しいことは長続きする。  

ということは、団体のことを知ってもらうチャンスも継続させることができると言える。 

このように考えると、チラシやパンフなどの広報媒体は、決して無視できない可能性を秘めて

いるといえるのではないだろうか？ 


