郡築コミュニティセンターFAX・TEL
◆郡築しおかぜ保育園
1日（金）非常訓練（地震～火災）
5日（火）交流遠足・交通安全指導
6日（水）歌のひろば
13日（水）芋ほり
14日（木）クッキング（年長）
15日（金）安全点検・七五三
19日（火）身体測定・食育の日
20日（水）歌のひろば
22日（金）誕生会
29日（金）発表会総練習

◆松寿幼稚園
1日（金）園内安全点検日

３７－０１７５

郡築出張所TEL

※紙面の都合上掲載していないお知らせがございます。ご了承ください。
※12月号掲載希望の方は11月20日(水)までに郡築コミュニティセンターにFAXまたはご持参くだ さい。
※コミセン施設の貸出は毎月１日より翌月分までの受付となります。

３７－０３２８

◆白島ぎんが保育園
1日（金）非常訓練（地震・火災）
日舞教室・勤労感謝訪問
5日（火）秋の遠足・交通安全指導
小学校交流遠足（年長児）
6日（水）食育の日
8日（金）健康カード配布
11日（月）なかよしタイム
12日（火）日舞教室
13日（水）いもほり（年長児・YKK)
21日（木）体育教室
25日（月）身体計測
26日（火）日舞教室
27日（水）親子ふれあいデー
生活発表会総練習
28日（木）誕生会

◆いきいきサロン
【1番町第1】

お 休 み

【1番町第2】

21日(木) 10:00～

【2･3･4番町】

15日(金) 13:30～

【 8 番 町 】
【 9 番 町 】
【1 0 番 町】
【1 2 番 町】

8日(金) 13:30～
18日(月) 13:30～
20日(水) 13:30～
13日(水) 13:30～

郡築汐風かかし大会の結果発表！
１等賞
「チョッパー」
３番町町内会

出展されました各団体の方々、ありがとうございました。

２等賞
「ルフィー」
12番町町内会

３等賞
「ボス Ｂａｂｙ」
１番町下子ども会

11日（月）実習生2名受入（22日まで）
12日（火）お釈迦様DVD鑑賞
19日（火）身体測定
20日（水）お弁当の日
22日（金）誕生会
＠体育教室＠ 7日・14日・28日
＠英語教室＠ 11日・18日
＠土曜日預かり保育＠

2日・9日・16日

◆郡築小学校
1日(金) シェイクアウト訓練、運営委員会
5日(火) 交流遠足(1，2年)
弁当の日
7日(木)～8日(金) 修学旅行
16日(土) 3年学年レクレーション
19日(火) ブロック別球技大会
オープン参観デー
21日(木) 芸術鑑賞(和太鼓)
22日(金) 読み聞かせ（PTA)
1年学年レクレーション
26日(火) 避難訓練（津波）

◆老人会関係
【老人会】 8日(金） 会長会
【古城郡長墓地清掃】寿会
◆婦人会関係
【婦 人 会】郡築神社清掃：１番町第二
3日(日)食廃油石けんづくり
6日(水)支部長会議、石けん切り
22日(金)郡築小読み聞かせ

【婦人学級】 民

謡：7日・21日
３Ｂ体操：5日・12日・19日

◆収集日 【可燃物】
火曜日 5・12・19・26日
金曜日

1・8・15・22・29日

【資源の日】13・27日

◆八代第七中学校
1日（金）第2回県共通テスト・生徒集会
安全点検
5日（火）学習成果発表会準備
7日（木）～8日（金）学習成果発表会リ
ハーサル
10日（日）学習成果発表会
11日（月）振替休業日
14日（木）八代市音楽会
18日（月）運営委員会
22日（金）全校集会・がん教育講和
26日（火）生徒会立会演説会・投票
27日（水）県学力・学習状況調査
28日（木）～29日（金）期末考査
29日（金）専門委員会

◆まちづくり協議会・コミュニティ
センター・その他

汐止め賞

「ボーっと生きてません ぐんちくっ子」
白島ぎんが保育園・郡築しおかぜ保育園 共作

支え合いま賞
「ぐんちこちゃん」
１番町上子ども会

残念ながら、賞に漏れた作品は以下の通りです。
「へのへのもへ」
交通安全協会

「ぐんちく
ちこ ５さい」
郡築校区婦人会

「聖火リレー」
１０番町老人会

【青少年指導員・防犯協会】
定期的に校区内を巡回予定
【駐在所連絡協議会】
駐在所と定期的に校区内を巡回予定

【生涯学習自主講座クラブ】
郡築3B体操 7日･14日･28日
KOALOHA 9日･13日･23日･27日

「ひまり」
２番町町内会

「ひょっこりはん」
４番町町内会

【コミュニティセンター】
25日(月) 体育館・グラウンド受付
郡築運動広場 9：30～
小・中学校体育館 10：00～

【元気体操】 5日・19日
【郡築排水ポンプ点検運転日】
5日(火) 15：00～
20日(水) 14：30～
【民児協例会】 12日
【伝統文化こども教室】
華道・茶道：16日・30日

～ 香 典 返 し 寄 付 ～
郡築汐風まちづくり協議会に香典返しとして寄付がありました。
厚くお礼を申し上げ有効に活用させていただきます。
郡築汐風まちづくり協議会 会長 澤村 成昭
【寄付】7番町 八村 ヨシエ 様【故人】八村 又 男 様
【寄付】1番町 鹿島 慶 子 様【故人】宮崎 シズエ 様

「過ぎ行く昭和とその時代を
生きた男」 ９番町町内会

令和元年度NPOスキルアップセミナーを開催します！
～他団体との協働・連携を考えよう～
【日 時】 １１月３０日（土） １０時００分～１２時００分
【場 所】 八代市役所 仮設庁舎東棟2階 21号会議室
（八代市松江城町１－２５）
【講 師】 古賀 桃子 氏
（ふくおかＮＰＯセンター 代表）
（日本ＮＰＯセンター理事など多くのＮＰＯ法人の理事や行政
機関の委員、アドバイザーなどを務められており、ＮＰＯや
行政などへの研修実績も豊富でいらっしゃいます！）
【内 容】 協働の有効性、協働するうえでのポイント、協働の成功事例等
【対 象】 どなたでも
【定 員】 ５０人程
【参加費】 無料
【申込み】 １１月２２日（金）までに ①氏名 ②団体名 ③連絡先 を下記
問合せ先へお申込みください。
【問合せ】 八代市役所 市民活動政策課
TEL：0965-33-4482
FAX：0965-33-5033

八代市生涯学習推進大会（入場無料）
第１０回まなびフェスタやつしろ
黒川 伊保子(エッセイストで「妻のトリセツ」著者)
講演会のお知らせ
日時 １２月１４日（土）１０：００～１１：３０
場所 八代市公民館（旧パトリア千丁）八代市千丁町新牟田１４３３
講師 黒川 伊保子 氏
演題 妻のトリセツ ～男と女の脳科学～
申込方法 はがき、ＦＡＸまたはメールで、郵便番号、住所、氏名、
電話番号、講演会希望 と記入し、１１月１８日（月）必着
でお申し込みください。
※結果は、１２月上旬にお知らせします。※応募多数の場合
は抽選になります。
（問合せ・申込先）
〒869-4703 八代市千丁町新牟田１４３３
生涯学習課
電話 ３０－１１１０

公民館講座
～和菓子職人（開懐世利六菓匠(かわせりろっかしょう)）が教える～
はじめての和菓子作り講座
受講生募集！
内 容：経験豊富な職人を講師とした、初心者向けの和菓子作
り講座です。上生菓子（２個）を作ります。
開催日：令和元年１２月１日（日）
時 間：午後２時～午後４時
会 場：八代市公民館（八代市千丁町新牟田１４３３番地）
対 象：八代市内在住小学４年生以上
定 員：６０人
受講料：無料（別途材料代１，０００円）
持参品：エプロン、三角巾、手拭きタオル（おしぼり）、筆記
用具、飲み物
講 師：片岡 圭助 氏（菓舗 梅園(うめぞの) 店主）
申込方法：はがき、ＦＡＸまたはメールで、「和菓子講座受講
希望」、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号
を記入の上、生涯学習課に申し込んでください。 ※申込
み多数の場合は抽選となります
申込締切：令和元年１１月１５日（金）必着

公民館講座＆まなびフェスタ公開講座
～自然とあそび、自然からまなぶ～
「ネイチャーゲーム講座」
受講生募集！
内 容：ゲームを通して自然や環境への理解、自然の美しさや
おもしろさを発見します。
開催日：令和元年１２月１４日（土）
時 間：①午前９時30分～１０時30分
・自然の中にある宝探し
・自然の形を探してオリジナルの紋作り
・落ち葉の色や模様を楽しめるクラフト体験
②午前11時～12時
・自然の中にある宝探し
・自然のビンゴゲーム
・落ち葉の色や模様を楽しめるクラフト体験
会 場：いぐさの里公園
※小雨決行（雨具を用意してください）
※天候状況によっては八代市公民館研修室で一部
内容を変更して行います
対 象：市内在住の方※未就学児は保護者同伴
定 員：各コース30人
受講料：無料（保険あり）
講 師：公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会
杉本 崇
氏
申込み：はがき、ＦＡＸまたはメールで、①住所・②氏名（ふ
りがな）・③年齢・④性別・⑤電話番号・⑥「ネイチャー
ゲーム講座」と記入の上、申し込んでください。
※申込み多数の場合は抽選となります。
申込締切：令和元年１１月２７日（水）必着

おでかけ公民館講座

『大切な人に送る絵だより講座』
受講生募集！
内 容：令和最初の年賀状を絵だよりで！基礎から学べる絵だ
より講座です。
開催日：令和元年１２月５日（木）
時 間：午前10時～正午
会 場：代陽コミュニティセンター
（八代市西松江城町2番18号）
対 象：八代市内在住の方
定 員：２０人
受講料：無料（別途材料代３００円）
講 師：杉(岸部) 孝子 氏（アトリエ孝子主宰）
申込方法：はがき、ＦＡＸまたはメールで、「絵だより講座受
講希望」、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号を記入の上、生涯学習課に申し込んでください。
※申込み多数の場合は抽選となります
申込締切：令和元年１１月１５日（金）必着

公民館講座及びまなびフェスタ公開講座
「クラフトバンドで手づくりバッグ講座」
受講生募集
開 催 日：令和元年12月14日 土曜日
場
所：八代市公民館 (千丁町新牟田1433)
時 間：12時30分から15時30分まで
内 容：クラフトバンドで、バッグを作る。
(底のサイズ 10cm×20cm)
講 師：クラフトさくら講師 山本 衣図穂(いずほ) 氏
対 象 者：市内在住の人
受 講 料：無料 (材料費 600円) ※バッグ2個分
持 ち 物 : はさみ、巻尺(50cm以上)、洗濯バサミ(20個)
募集人員：３０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、「クラフト
講座」とご記入のうえ、生涯学習課までお申し込み
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：11月27日（水曜日）まで

このコーナーのお問合せ・お申し込みは下記まで
〒869-4703 八代市千丁町新牟田1433
八代市公民館内 生涯学習課
ＦＡＸ：０９６５－３０－１１２０
メールアドレス：syogai＠city.yatsushiro.lg.jp
お問合せ ０９６５－３０－１１１０

