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八代市立第三中学校創立70周年記念式典

第12回紫陽花祭り

国際交流七夕夏まつり

八代地域早起きソフトボール大会
参加チーム募集

声に出して読もう 源氏物語（英訳付き）第13回Gマザー学級

第34回八代青少年音楽コンクール

夕葉水泳学校生徒募集

ねんきん定期便がよくわかる
女性のためのマネーセミナー

八代史談会講演会
｢八代平野はこうして造られた｣

第 67 回熊本総合病院市民公開講座

八代地域保護者向け講座

空手道場 ｢翔聡館｣ 練習体験

子どもの不登校・進路を考える会
「さなぎの会」

第38回八代市弓道教室受講生募集

人形劇公演 ｢みててもいい？｣

日時／６月７日㈮　午後１時 30分～
場所／第三中学校体育館
内容／記念式典、上水研一朗氏（東海大学

体育学部教授）による講演会
定員／ 500人（要申込み）
問合せ／第三中学校　沖田☎ 33-1102

日時／６月８日㈯　午前 10時 30分～
　　　　  11 日㈫　夕方～午後８時 30分
場所／がらっぱ広場
内容／８日㈯　演奏やパフォーマンス
　　 11 日㈫　和紙によるランタンハウス

のファンタジー
問合せ／紫陽花祭り実行委員会 ☎ 33-2066

日時／６月９日㈰　午後２時～４時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／八代在住の外国人との交流会
定員／ 80人程度
問合せ／地域日本語支援やつしろクラブ
        　 内山☎ 35-4285

日時／７月１日㈪～　午前６時試合開始
場所／球磨川河川緑地
対象／八代地域に居住、勤務している社会人
費用／10,000円　
申込締切／６月15日㈯
その他／要項、申込書はハヤカワスポーツ

八代店、西日本新聞社各エリアセ
ンターで配布

問合せ／八代市ソフトボール協会
　　　　白石☎ 090（7382）5896

日時／隔週土曜日　午前 10時～ 11 時 30 分
場所／八千把コミュニティセンター
内容／源氏物語の講読会
定員／ 10人　　費用／ 700円（資料代）
問合せ／古典講読の会☎ 070（4699）0701

日時／６月16日㈰ 午前 10時～ 11時 30分
場所／ Power English
内容／木久山佳子氏（元小学校長）による講座
対象／女性　　
定員／ 20人
費用／ 300円（ドリンク付き）
問合せ／伊藤☎ 31-5196
　　　　Mail:itosanchijp@ybb.ne.jp
       　  LINEID:powerenglishjp

日時／８月 12日（振休） 午前８時 45分開演
場所／やつしろハーモニーホール
内容／ピアノ部門、歌唱部門、声楽部門、
　　　弦楽器部門、管打楽器部門
費用／一般9,000円、大学生8,500円、
　　　高校生8,000円、中学生7,500円、

小学校中学年～高学年6,500円、
　　　幼児・小学校低学年6,000円
申込締切／６月 28日㈮
問合せ／八代演奏家協会事務局　
　　　　満田☎ 090（9726）6532

日時／７月２日㈫～８月 31日㈯
　　　午後５時 30分～６時 40分
　　　毎週火・木・土曜日
場所／八代市民プール
対象／４歳以上の幼児・児童
〈入校説明会〉
日時／６月 29日㈯　午後１時
問合せ／夕葉水泳学校　西☎ 34-3330

日時／６月 30日㈰　
　　　①午前 10時～正午
　　　②午後１時 30分～３時 30分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／ねんきん定期便の見方やこれからの

お金のため方などを学ぶ
対象／女性、カップル、夫婦
定員／各回 30人（先着）
問合せ／ RKKメディアプランニング
　　　　☎ 0120（988）700

日時／６月 30日㈰　午前 10時～正午
場所／やつしろハーモニーホール
内容／八代平野が生み出された歴史を学ぶ
費用／ 200円（資料代）
問合せ／八代史談会
　　　　原岡☎090（2688）2441

日時／６月 30日㈰　午後２時～４時
場所／やつしろハーモニーホール
演題／心臓病―知って治して元気で長生き！
講師／小出俊一氏（同病院循環器内科診療部長）
定員／ 500人
問合せ／同病院総務企画課 ☎ 32-7111

日時／７月 16日㈫　午前 10時～正午
場所／熊本県八代総合庁舎
演題／発達障がいとは
対象／小学生～中学生の保護者
定員／ 15人
申込期限／７月５日㈮
問合せ／熊本県南部発達障がい者支援セン
　　　　ターわるつ　☎ 62-8839
　　　　Mail:wa-roots@seiryu-hikawa.com

日時／毎週月曜・水曜日　午後８時～ 10時
場所／麦島コミュニティセンター（月曜日）
　　　麦島小学校体育館（水曜日）
内容／１日～１カ月空手の練習体験
問合せ／翔聡館　池田☎ 090（3798）3887

日時／毎月１回　第３土曜日（９月まで）
　　　午後２時～４時
場所／麦島コミュニティセンター
内容／元定時制高校の先生との茶話会
　　　情報交換会
問合せ／植草☎ 35-2190

日時／毎週火曜・金曜日（７月16日まで）
場所／八代市営弓道場
対象／中学生以上の市内在住者、在勤者
費用／ 3,500 円（テキスト代、保険料代含む）
その他／弓道具の貸し出しあり
問合せ／八代市弓道連盟  水谷☎38-0173

日時／６月１日㈯　午後２時 30分～
場所／やつしろハーモニーホール
内容／くわえぱぺっとステージ＆人形
　　　芝居ひつじのカンパニー合同作品
対象／３歳～小学校低学年の親子
費用／ 300 円（入会費）、1,200 円（月額）
　　　 3,500 円（１世帯３人以上、家族会費）
問合せ／やつしろ子ども劇場事務局☎ 35-3909

酒害に悩んでいる皆さんへ

俳句会 (シニア ) 会員募集

やつしろウオーキング協会会員募集

「スポーツウエルネス吹矢」会員募集
八代太田郷支部

八老連・趣味講座
パソコン・スマホなど操作方法の手助け

働くことや将来の就職に悩みを抱えている
皆さんとその家族へ

劇団員募集

日時／毎週土曜日 午後 7時 30分～９時 30分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／アルコール問題で悩んでいる人や家

族の体験談・相談（電話相談可）
問合せ／熊本県断酒友の会八代支部
　　　　岩本☎ 090（4358）5090

日時／毎月第２・４火曜日　
　　　午後１時 30分～３時
場所／代陽コミュニティセンター
対象／原則 50歳以上の人
費用／ 2,000 円（年会費）
問合せ／花藻句会　上村☎ 34-8676

内容／八代地域や県内の名所旧跡を歩きな
がら健康づくり、仲間づくりを行う

費用／ 2,000 円／年（個人）3,000 円／年（夫婦）
問合せ／やつしろウオーキング協会事務局
　　　　森元☎ 32-6708

日時／毎週木曜日　午前 10時～正午
場所／太田郷コミュニティセンター
内容／腹式呼吸を取り入れたスポーツ吹矢式呼吸法
費用／ 1,000 円（月額）
問合せ／井村☎ 090（1513）0371

日時／毎月２回（日曜日）　
　　　午後１時 30分～３時 30分
場所／代陽コミュニティセンター
内容／熊本高専八代キャンパスの学生講師

が作成したテキストでの講座
対象／八老連加入者、加入可能な人
費用／ 5,000 円（６カ月）
問合せ／八代市老人クラブ連合会
　　　　川崎☎ 35-8448
        　八代サロン☎ 090（8298）3707
　　　  Mail:yatsushirosaron@yahoo.co.jp

日時／火曜日～土曜日　午前 10時～午後５時
場所／若者サポートステーションやつしろ
内容／就職をサポート（随時相談受付）
対象／ 15歳～ 39 歳までの求職中の人ま

たはその家族
問合せ／若者サポートステーションやつしろ
　　　　☎ 37-8739

日時／毎週土曜日　午後７時～９時
場所／宮嶋財団ホールと代陽コミュニティセンター
内容／演劇の基礎練習から公演作品の練習
費用／子ども3,000円／年　大人6,000円／年
問合せ／やつしろ子ども劇場内
　　　　丁畑☎ 35-3909

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。
★８月号の掲載申込期間：6/3 ㈪～ 17㈪
※費用の記載のないものは無料です。


