高田コミセンだより／平成３１年４月号
【4月資源の日】5日・19日

◎毎月11日は『人権を確かめあう日』

日 曜
行
事
1 月 東部保：入園式、家庭訪問（6･13･27日も）
つく保：始業式
2 火
3 水 あけ保：入園式
4 木
5 金 あけ保：家庭訪問（～12日）
6 土 東部保：家庭訪問
つく保：入園、進級式
7 日
8 月 高田小：就任式、始業式、入学式準備
五中：就任式、始業式
9 火 高田小：入学式
五中：入学式
10 水 あけ保：定期健康診断
つく保：防災訓練
11 木
12 金 高田小：お見知り遠足
13 土 東部保：家庭訪問
14 日
15 月 あけ保：非常訓練、安全点検
つく保：食育教室

日 曜
行
事
17 水 あけ保：身体測定
つく保：交通安全指導
18 木 高田小：1年身体測定、交通教室（中学年）
高田小・五中：全国学力学習状況調査
19 金 あけ保：誕生会
高田小：交通教室（低・高学年）
20 土 あけ保：交通安全指導、お見知り交流会
東部保：お見知り遠足、安全指導
つく保：お見知り遠足
21 日
22 月 つく保：保健指導
23 火 東部保：お茶ごっこ
市政協力員：例会
24 水
25 木 東部保：誕生会
高田まちづくり協議会 総会
26 金 あけ保：子どもの日の集い
つく保：４月生まれの誕生会

高田小：家庭訪問（16･19･22･23･24日も）

五中：家庭訪問（～24日まで）
16 火 東部保：避難訓練（防災おやつ）

平成３１～３２年度にかけて、高田コミュニティセンターの建
替え工事が行われるのに伴い、５月１０日（金）から現施設の
利用ができなくなります。
また、現在、高田コミセンを減免利用されている団体（まち
協等）につきましては、代替施設として『希望の里たいよう』を
利用できますので、５月１０日以降はそちらに事前に申込み
の上で、ご利用ください。（※土・日・祝日は利用できません）
それ以外の団体も、有料で利用可能ですので、詳しくは下
記までお問い合わせください。
【問合せ】希望の里たいよう／高下西町1704（℡ 34－1877）
また、同じく高田コミセン建替えに伴い、現コミセン玄関前
に栽培されていた晩白柚の樹木が、奈良木町の前町内長・
福田清治さんの畑に仮移植されました。
この晩白柚は、平成
２４年に高田校区のシ
ンボルとして、福田さん
の指導のもと植樹され
たもので、２年後の新コ
ミセン完成の折には再
び敷地内に戻される予
定です。
去る３月２５日（月）に
早瀬洋志校区長をは
じめ各町内長さんや近
隣のコミセン職員さん
のご協力により、無事
作業を終えました。

高田小：授業参観、PTA総会、学級懇談会
27
28
29
30

五中：避難訓練
土 東部保：家庭訪問
日
月
昭和の日
火
退位の日

開催日：平成３１年６月１日（土）、６月８日（土） 全２回
場 所：千丁コミュニティセンター (千丁町新牟田１４３４)
時 間：１３時３０分～１６時
内 容：魚を丸ごと1匹捌き、調理を行う。
１回目は鯛、いか。
２回目は鰯、たこ、えび。
捌いた魚で５～６品ほどの料理をつくり、持ち帰って
いただく。
講 師：㈱ 魚さわ 澤田 和子氏
対象者：市内在住の人(小中学生は保護者同伴)
受講料：４，０００円／人(材料費,全２回)
持ち物 :エプロン、三角巾、マスク、出刃包丁(持っている人の
み)、タオル(魚用洗濯済)、飲み物、持ち帰り用バッグ
募集人員：１２人（申込多数の場合は抽選）
申込方法：葉書・メール・ＦＡＸで受付します。郵便番号、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、「魚講座」とご
記入のうえ、
〒８６９－４７０３ 八代市千丁町新牟田１４３３番地
生涯学習課
【syogai@city.yatsushiro.lg.jp , fax ３０－１１２０】
までお申し込み下さい。
※受講者へは受講票を送付します。抽選の結果受講
できない人にも通知を行います。
募集期間：５月１５日（水）
【お問合せ】生涯学習課（℡ ３０－１１１０）
※土、日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

発行：高田コミュニティセンター（TEL 34-3031）
団体名
吟詠クラブ
ひまわり会
詩吟クラブ
ヨガ教室（ﾘ･ｸﾘｴｰﾄ）

活動日
時間
2・9・16・23 14:00
2・9・16・23 14:00
2・16
19:30
2・9・16・23 20:00
絵画クラブ（マーブル） 3・17
13:00
4・11・18・25 13:30
３B体操
生花クラブ
11・25
13:00
4・11・18・25 19:00
高田囲碁クラブ
日舞
5・12・19
9:30
八代吹奏楽愛好会
13・27
19:00
元気体操
12・19・26
13:00
小原流いけばな
8・22
19:00
ﾘ･ｸﾘｴｰﾄ（チェアヨガ） 3・10・24
10:00
ﾘ･ｸﾘｴｰﾄ（ダンス）
4・18
20:00
リ・ボンズ（貯筋運動） 5・12・19
14:00
リ・ボンズ（生け花） 9・23
16:00
ﾘ･ﾎﾞﾝｽﾞ（絵手紙/午後） 9・23
14:00
ﾘ･ﾎﾞﾝｽﾞ（絵手紙/夜間） 11・25
20:00
※都合により、日程が変更になることがあります。

●スポーツ教室（場所／五中体育館）
４／１２（金） ２０：００～ サーキットトレーニング、
バドミントン、ミニバレー
●ヨガ（場所／高田小体育館）
４／１４（日）・２１（日）・２８（日） ２０：００～
●フラダンス（場所／希望の里たいよう）
４／４（木）・１８（木） １６：３０～
●平成最後のパノラマウォーキング
４／２１（日）１０：００～１２：３０（受付９：３０～）
集合場所／球磨川河川敷公園 萩原橋下
●子どもの体力アップと運動遊び
４／２６（金） １９：３０～ 五中体育館
対象／２歳～小学６年生までの子どもと保護者
定員／先着５０組
参加費／１家族５００円
●レク式バイアスロン（吹き矢）練習会・大会
【練習会】４／２７（土） １３：００～１６：００
【大 会】４／２８（日） ９：００～１１：３０
会場／球磨川河川敷公園 新萩原橋たもと
対象／小学生～中高老年、
スポーツレクリエーション愛好者
定員／５０名程度
参加費／５００円
持ち物／昼食・飲み物・汗をふくタオル・上履き（雨
天時）、着替え
●貯筋運動
４/１４（日）・２８（日） １５：００～ 高田小体育館
【申込み・問合せ】やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」
村上久栄 電話 ０９０－９５８４－６６５２

高老連
豊原上町
遙寿会

4日／13：30高老連理事会（高田コミセン）
18日／9：30市老連総会（ハーモニーホール）
1日／10：30遙拝神社清掃奉仕

〃 ／12：00花見
14日／13：30総会（上町公民館）
※毎週火曜／14：50子供見守り（上中下町交差点）

5日／13：30平成31資料作り(高田ｺﾐｾﾝ)
豊原中町
豊寿会

13日／8：30奉仕作業（記念碑・ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場）

豊原上町
豊原中町
豊原下一
豊原下二
奈良木町
平山新町
本野町
高下東町
高下西一
高下西二

10日／10：00（上町公民館）
18日／10：00（中町公民館）
2・16・23日／10：00（下一公民館）

〃 ／10：00例会兼花見（中町公民館）
25日／9：30役員会（中町公民館）
1・15日／7：00児童公園清掃
豊原下一
6日／11：00役員例会（下一公民館）
老人会
8日／10：00老人会総会（下一公民館）
1日／7：30清掃奉仕（御所跡）
奈良木町
5日／13：00例会（奈良木公民館）
天寿会
22日／11：00天寿会総会（奈良木公民館）
平山新町 9日／9：00理事会・総会（平山区公民館）
六寿会
27日／8：00清掃奉仕作業（平山瓦窯跡）
本野町百寿会 9日／13：30役員会（本野町公民館）

3・10・17・24日／10：00（高田コミセン）

9・23日／10：00（奈良木公民館）
4・11・18日／10：00（平山区公民館）
2・9・16日／10：00（本野町公民館）
11・25日／10：00（東町公民館）
1・8・15・22日／10：00（西一公民館）
2日／10：30（大福寺公園花見）※雨天時集会所

