第 19 回やつしろ茶和の会

熊本総合病院イベント

日時／５月 23 日㈭〜 30 日㈭
午前９時 30 分〜午後３時 30 分
場所／松浜軒
内容／着物姿で抹茶を嗜む
費用／ 300 円（抹茶、菓子付き）、ガイド無料
拝観料別途、1,000 円（着物着付け）
その他／雨天中止
問合せ／やつしろ茶和の会 真木☎ 34-3939

看護の日イベント
日時／５月 15 日㈬ 午後１時〜３時
場所／同病院
内容／骨密度や血圧などの計測など
定員／１００人（申込不要）
｢まちの保健室｣
日時／５月 25 日㈯
午前９時 30 分〜 11 時 30 分
場所／ゆめタウン八代
内容／計測や健康相談など
第 66 回熊本総合病院市民公開講座
日時／５月 29 日㈬ 午後６時〜７時
場所／同病院
演題／手術支援ロボット da Vinci について
講師／川上茂生氏、森田圭介氏
定員／ 100 人（申込不要）

築城 400 年の八代城跡と松浜軒で
花しょうぶを愛でる
日時／５月 26 日㈰ 午前９時 50 分〜正午
集合場所／松浜軒
内容／松浜軒の庭でぜいたくな時間を過ごす
定員／ 20 人
費用／ 1,500 円（抹茶・菓子・入場料・保険代）
1,000 円（着物着付け・足袋代）
※着物着付けは希望者のみ
その他／少雨決行
問合せ／宮崎☎ 080(5207)4756
Mail:henninger-21@rose.plala.or.jp

アトピー教室
日時／５月 30 日㈭ 午後２時〜３時
場所／いでアレルギー・呼吸器クリニック
内容／講義：アトピー性皮膚炎について
実技 : スキンケア、軟こうの塗り方
対象／アトピー性皮膚炎の子ども (12 歳
以下 ) とその保護者
定員／６組
その他／タオルと処方している軟こうを持参ください
問合せ／同クリニック☎ 37-8211
Mail:info@ide-cli.com

小学生パソコン入門講座
日時／６月 1 日㈯〜８月 10 日㈯
毎週土曜日 午前 10 時〜正午
場所／八代トヨオカ地建アリーナ（市総合体育館）
講師／硴塚照男氏、硴塚淳子氏
定員／ 15 人
費用／ 1 万 3,000 円（教材費含む）
その他／講座代は前納。申込時には印鑑と
講座代を持参ください。
問合せ／八代市体育協会☎ 62-8130

バスハイキング
日時／６月２日㈰ 午前７時〜
集合場所／本庁仮設庁舎駐車場
内容／阿蘇の烏帽子岳に登る
定員／ 30 人
費用／ 4,000 円、小学生以下 2,000 円
（保険、入浴料含む）
申込期間／５月１日（祝）〜 12 日㈰
問合せ／八代山の会
遠原☎ 090(4342)4525

点訳ボランティア養成講習生募集

問合せ／同病院☎ 32-7111

中村敦夫朗読劇 ｢線量計が鳴る｣
日時／５月 17 日㈮ 午後７時開演
場所／やつしろハーモニーホール
定員／ 500 人
費用／大人 1,500 円（当日 2,000 円）
高校生以下 1,000 円
問合せ／幸村☎ 090(7989)4930

看護の日イベント
日時／①５月 17 日㈮
午前９時 30 分〜 11 時 30 分
②５月 18 日㈯ 午後１時〜３時
場所／①熊本労災病院 ②イオン八代店
内容／健康相談、体脂肪測定など
問合せ／熊本労災病院
白石☎ 33-4151

おもしろサイエンス
わくわく実験講座２０１９
日時／５月18日㈯ 午前10時〜午後３時30分
場所／熊本高等専門学校八代キャンパス
内容／高専生による子ども向け実験・工作
教室
その他／申込不要
問合せ／同校八代キャンパス総務課企画係
☎ 53-1390

健康寿命を延ばそう
〜みんなで目指そう 100 歳〜
日時／５月 18 日㈯ 午後２時〜４時
場所／八代更生病院
内容／認知症予防についての講演
定員／ 50 人程度
問合せ／同病院
上野、境☎ 33-4205

坂本町 DE 歴史・自然を
満喫するフットパス

第２弾パワースポット巡り
妙見関連社を訪ねて

日時／５月 19 日㈰
午前８時 45 分〜午後３時
集合場所／ JR 肥薩線鎌瀬駅裏の駐車場
（午前８時 30 分）
内容／坂本町鎌瀬〜上鎌瀬〜中津道〜三坂を歩く
定員／ 30 人
費用／ 1,500 円（資料代、保険代、昼食代）
1,000 円（高校生以下）
申込締切／５月 11 日㈯
問合せ／鶴崎☎ 090(3195)2952
Mail:orangutan@tnb.bbiq.jp

日時／６月９日㈰ 午前８時 30 分〜午後３時
集合場所／妙見宮（午前８時 30 分集合）
コース／妙見宮〜宮原三神宮〜豊野霊符堂
〜豊野小熊野神社〜豊野響ケ原古
戦場他〜美里町二俣橋〜白玉屋新
三郎本店〜妙見宮
定員／ 25 人程度
費用／ 3,000 円（交通費・資料・弁当・保険料含む）
その他／歩きやすい服装で飲み物は持参
問合せ／西田☎ 090(3016)9522
FAX:35-5633

日時／５月 19 日㈰ 午前 10 時〜午後２時
場所／八代宮参道鳥居前
収集物／シングルサイズ以上の毛布
その他／使用した毛布は必ずクリーニング
または洗濯をお願いします。綿毛
布・破れや穴がある毛布は受取不
可。アルミ缶も収集。
問合せ／アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会
米多☎ 090(1342)9091

日時／６月４日㈫〜令和２年３月３日㈫
午前９時 30 分〜正午（全 30 回）
場所／市総合福祉センター
費用／無料（テキスト代別途）
問合せ／社会福祉協議会☎ 62-8228

アフリカへ毛布をおくる運動

★★★★★★★★★★★★★★★★★

伝言板

伝言板は、八代市内の団体・サークル・グルー
プ・愛好会などが、非営利（宗教・政治・営
業以外）で行う活動などの情報を掲載するコー
ナーです。仲間募集やイベント告知などに利
用ください。
内容に関する問い合わせは直接情報提供者へ。
★７月号の掲載申込期間：5/1(祝) 〜 20 ㈪
※費用の記載のないものは無料です。

八代ウインドオーケストラ団員募集
日時／毎週土曜日 午後７時〜９時
場所／松高コミュニティセンター
費用／ 1,500 円（月額）
問合せ／米村☎ 090(9600)9734

八代高等学校
吹奏楽部・合唱部

八代中学校
合同定期演奏会

日時／５月４日（祝）
午後２時開演（午後１時 30 分開場）
場所／やつしろハーモニーホール
問合せ／八代高等学校・八代中学校
吹奏楽部・合唱部☎ 33-4138

青春フォークソングの集い
日時／５月 11 日㈯
午後３時 30 分開演（午後３時開場）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／懐かしいフォークソングを中心に
みんなで歌って楽しむ
その他／申込不要
問合せ／松浦☎ 090(3413)4323

児童合唱に関わって見えてきたこと
日時／５月12日㈰ 午前10時〜11時30分
場所／ Power English
内容／音楽を通じての教育講話
講師／森恭子氏（八代少年少女合唱団代表）
定員／ 20 人
費用／ 300 円
問合せ／伊藤☎ 31-5196
Mail:itosanchijp@ybb.ne.jp
LINEID:powerenglishjp

九州国際スリーデーマーチ 2019
あしながボランティアウォーク in 八代
日時／５月 12 日㈰ 午前 10 時 15 分開会
（午前９時受付）
場所／球磨川河川緑地
内容／遺児たちのことを考えながら５キロ
を歩き、参加者が寄付をするボラン
ティアウォーク
費用／大人 500 円、中高校生 300 円
小学生以下 100 円（保険・資料代 )
その他／マイカップを持参ください
問合せ／柴田☎ 090(4585)1991

第８回八代版画美展
日時 / ５月 13 日㈪〜 19 日㈰
午前10時〜午後5時
（最終日は午後4時まで）
場所／東京画廊シャディ館
内容／わが街を彫るをテーマに建物を自分
で探し選んだ木版画を展示
問合せ／鍬本☎ 090-1970-3894
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