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やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」まつり
日時／ 3月 15 日㈰　午前 9時 30 分～
場所／高田小学校
内容／１年間の活動内容の発表、生け花、
　　　ニュースポーツ体験など
定員／ 200 人
費用／ 500 円（昼食代含む）
問合せ／やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」
　　　　村上☎ 090(9584)6652

伝言板
★★★★★★★★★★★★★★★★★

伝言板は、八代市内の団体・サークル・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。
★５月号の掲載申込期間：３/ 2 ㈪～ 17 ㈫
※費用の記載のないものは無料です。

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

やさしい中国語会話初級講座第17回Ｇマザー学級
「英語で遊ぼう：赤ちゃん編」

八代市立第一中学校吹奏楽部
第 38回定期演奏会

八代少年少女合唱団第46回定期演奏会

第24回八代白百合学園高等学校
スプリングコンサート

ボランティア園児無料英会話指導

八代亜紀絵画コンクール作品募集

子羊文庫 35 周年記念
「大人のためのおはなし会」

第 29 回八代市立第四中学校
吹奏楽部定期演奏会

八代市立鏡中学校吹奏楽部
第 33 回 定期演奏会

第71回 熊本総合病院 市民公開講座

日本拳法で心身共に強くなろう（15周年）

第 19 回森林保全講習
～実践 竹林整備 講習会～

志成館高等学院　八代校
新入生・転編入生募集

だんだんプチフェスタ＆オレンジカフェ

国際ソロプチミスト
チャリティーディナーショー

八代絵画クラブ　新規会員募集
遺言・相続手続き無料相談会

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／心配事や不安に寄り添い、就職をサ

ポート（守秘義務は厳守します）
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／ 3月 14 日㈯～ 11 月 28 日㈯
場所／八代コミュニティセンター
内容／簡単な日常会話や中国文化を学習します
対象／高校生以上
定員／ 30 人
費用／ 2,000 円（月額）
その他／テキスト（税別 2,200 円）を
　　　　各自購入
問合せ／松本☎ 090-3955-9487

日時／3月22日㈰　午前10時～11時30分
場所／ Power English
内容／英語教育アドバイス
対象／ 0～ 3歳の子育て中の母親
定員／ 15 人（要予約）
費用／ 300 円（ドリンク付き）
問合せ／伊藤☎ 31-5196
　　　　Mail:itosanchijp@ybb.ne.jp
　　　　Line ID:powerenglishjp

日時／ 3月 21 日㈯
　　　午後 1時 30 分開演（午後 1時開場）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／シンフォニックステージ、友情ス

テージ（代陽吹奏楽クラブ）、ポピュ
ラーステージ、マーチングステージ

問合せ／同校　石川☎ 32-7103

日時／ 3月 28 日㈯
　　　午後 6時開演（午後 5時 30 分開場）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／世界の歌、日本の歌、Colorful World
　　　of Songs、 杉並ミュージカル
費用／ 1,000 円（小学生未満無料）
問合せ／合唱団事務局 森☎ 090(3734)0087

日時／ 3月 29 日㈰
　　　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
内容／ステージ部門 : 箏曲部・合唱部・吹
　　　奏楽部など
　　　展示部門 : 写真部・茶道部・華道部など
費用／前売り 500 円、当日 600 円
　　　（同校で発売中、ステージ部門のみ）
問合せ／同校☎ 32-2354

日時／毎週木曜日（4月 9日㈭～）
　　　前半　午後 4時 50 分～ 5時 20 分
　　　後半　午後 5時 40 分～ 6時 10 分
場所／ IEC 熊本国際大学校
内容／児童英語検定合格指導、世界児童文

学や日本昔話などを英語暗誦大会発
表用に使用し指導

対象／園児（3～ 6歳）
定員／各クラス 20 人
費用／補助教材費　3,000 円／年
　　　諸経費　　　1,500 円／月
問合せ／同校　園児英会話担当係
　　　　☎ 35-5430

テーマ／自分たちの住んでいるまち
画材／水彩、パス、クレヨン、鉛筆など
大きさ／画用紙 B3( 小学生～高校生 )
　　　　10 号まで ( 一般 )
表彰／八代亜紀大賞 1人、八代亜紀賞
　　　10 人程度、入選 150 人
展示／やつしろハーモニーホール
　　　5月 8日㈮～ 11 日㈪
対象／八代市郡の小学生以上
提出締切／ 4月 13 日㈪まで
問合せ／八代亜紀と共に明日の八代をつくる会
　　　　☎ 32-6191

日時／ 3月 20 日㈷　午後 2時～
場所／市立図書館本館
内容／昔話などの大人向けのおはなし会
対象／中学生以上
問合せ／早木☎ 34-5761

日時／ 3月 20 日㈷
　　　午後 1時 30 分開演（午後 1時開場）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／オリジナルステージ、八千把小学校

吹奏楽部オンステージ、ポップスス
テージ、ステージドリルなど

問合せ／同校☎ 32-3255

日時／3月 20 日㈷
　　　午後1時 30 分開演（午後1時開場）
場所／鏡文化センター
内容／クラシックステージ、ポップスステー

ジ、オリジナルステージ
問合せ／同校吹奏楽部後援会
　　　　高野☎ 080(3967)4308 日時／3月 4日㈬　午後 6 時～7 時

　　　（午後 5時 30 分～受付）
場所／熊本総合病院
演題／増えています！！「心不全」
　　　心不全ってなんだ？
講師／小出俊一氏（循環器内科部長）
定員／100人
問合せ／同病院　総務企画課
　　　　☎ 32-7111

日時／毎週土曜日　午後 7時～ 9時
場所／八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）
対象／小学生～高校生（親子可）
問合せ／日本拳法八代クラブ　
　　　　麦田☎ 080(5277)8515
　　　　（午後 5時 30 分～ 8時）

日時／3月9日㈪　午前8時30分～正午
集合場所／東陽交流センターせせらぎ駐車場
内容／竹の伐り方、処分の仕方など
　　　竹林整備の基礎を学ぶ講習会
定員／ 10 人程度（要予約）
費用／ 2,000 円（テキスト、保険代）
その他／防寒に注意して作業のしやすい服

装、手袋、丈夫な靴、水筒を持参
ください。雨天決行

問合せ／清原☎ 090(3017)9634

内容／日本航空高等学校（通信制課程）の
卒業資格を得るためのサポート、社会
人のための高卒認定試験の受験指導

対象／中学校卒業者。高校単位取得者の転・
編入も可

問合せ／同校☎ 0120(08)3730

日時／3月 22日㈰　午後 2時～４時
場所／鏡町鏡 553 番地 4
内容／だんだんプチフェスタ「福祉用具につ

いて」～福祉用具の説明と展示～と
オレンジカフェ

定員／30人（講話）
　　　 10人程度（オレンジカフェ「だんカフェ」）
費用／100 円 ( オレンジカフェ「だんカフェ」）
問合せ／暖暖　深名☎ 43-8007

日時／3月 25日㈬　午後 6 時 30 分～
場所／八代ホワイトパレス
内容／クラシックショー
費用／11,000 円／人
　　　（収益は奨学生支援に活用）
問合せ／守田☎ 090(8668)1544
　　　　八代ホワイトパレス☎ 35-0005

日時／毎週月曜日
　　　午前 9時 30 分～ 11 時 30 分
場所／太田郷コミュニティセンター
対象／ 20 歳以上の市民
費用／ 700 円（月額）
問合せ／山村☎ 090(2712)9355

日時／3月19日㈭　午前10時～午後3時
場所／ゆうちょ銀行八代店
内容／行政書士による無料相談
問合せ／熊本県行政書士会
　　　　☎ 096(385)7300


