紙面の都合上、掲載できないお知らせもあります。ご了承ください。
掲載ご希望の方は、毎月20日までに松高コミュニティセンターにご連絡ください。TEL３４－８８０１

※11月24日現在の予定です。今後、予定が変更になる可能性もあります。
生涯学習自主講座クラブ活動予定
クラブ名
曜日
活動日
■自治協議会
・役員会
・運営委員会

2日
9日

9時～
9時～

なし
■婦人会例会
8日 10時～
■民児協例会
5日
9時～
■老人会例会
5日 13時半～
■松高校区防災士会
■青少年指導(街頭巡回) 25日 18時～
■人権を確かめあう日 11日
(毎月)
■コミュニティセンター
・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ利用申込日(1月分)
・松小・支援学校体育館・ﾅｲﾀｰ申込日(1月分)

1日
25日

※松高校区の以下の行事は
中止となりました。
12月6日
世代間交流スポーツ協会
1月17日
校区対抗駅伝競走大会

8日（火）未就学児体験入園
18日（金）おたのしみ子ども会
22日（火）もちつき
23日（水）誕生日会（12月生まれ）、
給食終わり
24日（木）終業式

2日（水）集団宿泊教室(5年)(～3日)
7日（月）県学力調査
16日（水）放送による児童集会（6年）
24日（木）終業式

オカリナ・ハーモニカ
八代ハーモニカクラブ
茶道クラブ『和敬の会』
わくわく社交ダンス愛好会

月
月
月
月
月
木
火
水
水
水
水
水
木
木
金
金
金
土
土

7･14･21
7･14･21
7･14
7･14･21
7･14･21
３Ｂ体操
3･10･17
骨盤エクササイズ＆ヨガ
1･8･15･22
四季のちりめん細工
2･9･16･23
吟詠クラブ『明吟会』
2･9･16
パッチワーククラブ
2･9･23
日舞クラブ『富美の会』
お休み
マヘアラニ・ヌイ・ポニ・アロハフラ
2･9･16･23
八代ギターアンサンブル
3･10･17
３Ｂ体操月星組
3･10･17
松高書道クラブ
4･11･18
健康太極拳 松高教室
4･11･18
カントリーダンス教室 ハーティー・ハート
4･11･18
フレンドＫ（社交ダンス）
5･12･19
八代ウインドオーケストラ
5･12･19･26
土・日 12･13･26･27
松高囲碁将棋愛好会

数量限定のため、お早めにお求めください。取りおき・予約販売はしておりません。

時間
9：30～
10：00～
13：00～
14：00～
19：30～
10：00～
19：00～
9：00～
13：00～
13：00～
13：00～
19：00～
18：00～
19：30～
10：00～
13：00～
20：00～
13：00～
18：00～
13：00～

婦人会クラブ活動予定
手芸クラブ
ヨーガ教室
アロハフラダンス
日舞
ハガキ絵教室
アザレア３Ｂ体操
料理クラブ
レクダンス

火
水
水
木
木
木
金
金

8･22
9･23
2･9･16･23
3･10･17･24
3
3･10
4･18
4･11･18

9：00～
14：00～
9：00～
13：30～
13：30～
9：00～
9：00～
10：00～

老人会クラブ活動予定
ダンス愛好会

火

1･8･15･22

13：00～

一般クラブ活動予定
1日（火）3年三者面談（～7日）
7日（月）熊本県学力・
学習状況調査（1･2年）
14日（月）生徒会役員任命式(全校朝会)
17日（木）薬物乱用防止教室（1年）
18日（金）書写大会
24日（木）大掃除、終業式

求美会（日本画）
洋裁クラブ
やせヨガ

2日（水）シェイクアウト訓練
4日（金）マラソン大会（高）
11日（金）マラソン大会（中）
21日（月）進路面談（高）（～25日）
24日（木）終業式

やつしろ元気体操

さげもんクラブ（小物作り）

洋裁教室

月
月
火
水
金

7･21
14･21
1･8･15･22
2･9･23
4･18

13：00～
13：00～
20：00～
9：00～
13：00～

松高自治協議会サークル活動予定
フラダンスサークル(一般)
（子ども・親子）

日

13･20･27

10：00～
9：00～

八代市第3地域包括支援センター（長寿支援課）活動予定
月

7･14･21

松高コミュニティセンターは１２月２９日（火）～
１月３日（日）まで休館となります。

10：00～

販売期間：１２ 月 １ 日（火）～
令和３年 １ 月 ２９ 日（金）まで
価
格：1冊 ５５０円（消費税込み、現金販売）
販売場所：文書統計課（市役所仮設庁舎東棟２階）、
各支所地域振興課

容：★コンパクトに書ける予定表
★ミニ知識として便利な統計情報
★各種届出、各種証明書類の請求方法
★八代市のイベントカレンダー
★県内の観光マップや特産品情報 など
※コミュニティセンターでは販売いたしません。 問合せ：文書統計課 ☎ ３３－４１７４、
サ イ ズ ：長方形（９.４㎝×１7㎝）
各支所地域振興課

下記日程で新春の子供神楽を奉納しますので、
是非ともご参拝ください。
日

時 : 令和３年 １ 月
午前１０時

１

日（金）

※元旦の深夜0時～の初詣も例年通り行いますので、
是非お参りください。

内

八代市立松高幼稚園
令和3年度新入園児募集
【対象児】
3歳児：平成29年4月2日 ～ 30年4月1日生まれ
4歳児：平成28年4月2日 ～ 29年4月1日生まれ
5歳児：平成27年4月2日 ～ 28年4月1日生まれ
随時受け付けています。

「ながらスマホ調査」を実施しました（八代市交通安全母の会）
自転車・自動車の運転中にスマホを操作する「ながらスマホ」は、重大
な事故につながる大変危険な行為であり、社会問題となっています。
そこで、交通事故を未然に防ぐ事を目的とし、八代市交通安全母の会
（八代市地域婦人連絡協議会で結成）で10月の3日間「ながらスマホ調査」
を実施しました。
市内15ヶ所で自動車、自転車、歩行者の8,911件を調査した結果、43件
の「ながらスマホ」が確認されました。
1時間の調査で43件もの行為が確認されたという事は、市内全体では1日
に膨大な数の「ながらスマホ」が行われていると考えられます。
お互いの命を守るために「ながらスマホ」は絶対にやめましょう。

開催日時：令和２年 １２ 月 １１ 日（金曜日） １０：００～１２：００
会
場：松高コミュニティセンター （八代市永碇町７５４-２）
内
容：LGBT当事者である講師が、自身の半生やLGBTについて語ります。
講
師：ダイバーシティWakuWaku 曽方 晴希（そかた はるき）氏
演
題：性の多様とは？～だれもが住みやすい地域づくりに～
対 象 者 ：市内在住の方
募集人員：２０人（申込多数の場合は抽選）
持 参 品 ：筆記用具、受講票、問診票
募集期間：令和2年１２月８日（火曜日）必着
申込方法：葉書・メール・ＦＡＸで受付します。 ①住所 ②氏名(ふりがな) ③年齢 ④性別(任意)
⑤電話番号 ⑥「LGBT講演会」 とご記入の上、
【葉 書：〒869-4703 八代市千丁町新牟田１４３３番地 生涯学習課 ，
メール：syogai@city.yatsushiro.lg.jp ，F A X：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。
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
【その他の公民館講座のお知らせ】※詳細は松高コミュニティセンターにあるチラシ等でご確認ください。
★つまみ細工講座～しめ縄を飾ろう～
★免疫ヨーガ講座
日時：12月12日（土）午前９時～正午
日時：12月13日（土）13時半～15時半
場所：八代市公民館 会議室AB
場所：八代市公民館 和室

令和３年度 松高自治協議会

いつも、松高体育協会にご理解いただきありがとうございます。
12月6日（日）に予定しておりました「世代間交流スポーツ大
会」は、新型コロナウイルス感染症と、令和２年７月豪雨災害を
考慮し、中止する事に致しました。
また、令和3年1月17日に開催を予定しておりました「第16回
八代市校区対抗駅伝競走」につきまして、駅伝コースである球磨
川河川緑地が令和2年7月豪雨により被害を受け、当面の間使用不
可であることから、やむを得ず中止とさせていただくこととなり
ました。申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いい
たします。

事務員（パート）募集！！

【応募資格】 ※次の要件をすべて満たす人
【勤務条件】
・松高校区に在住し、まちづくりに興味･関心がある人 ① 任用期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日
・松高校区内の町内会に加入している人
② 勤務場所 松高コミュニティセンター
・松高校区への愛着をもつ人
③ 勤務時間 ・8：30～17：15（休憩１時間含む）
・パソコン(ワード・エクセル)の基本操作ができる人
・週2～3日勤務（1日＝7時間45分）
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始
・年齢：20歳～50歳くらい（ご相談ください）

松高校区の山形愛羽さんが「八代市トッ
(12/29～1/3)を休日とする。
プアスリート育成事業」の強化指定を受け
※業務上の必要があるときは、勤務時間及び勤務日を振
られました。
【職務内容及び採用予定人数】
り替えて勤務時間外や休日に勤務しなければならない
この事業はオリンピックなどの国際大会
松高自治協議会の事務員として
場合があります。
で活躍する本市出身者の輩出を目指し、各
① 施設管理業務
（コミュニティセンター内の清掃、鍵の開閉等）
関係団体から推薦された将来性がある競技
④ 賃金等 日額 7000円
⑤ 年次有給休暇 労働基準法等の規程に基づき付与。
者の中から、強化選手を指定し、選手の競
② 窓口業務
（会議室等の貸出受付及び使用料徴収、使用状況の報告）
技力向上と支援活動の推進を図るものです。
おめでとうございます！
③ 地域協議会の事務支援業務
【採用試験】
（イベントの企画･運営･準備、会議資料や予算･決算資料
・選考方法は、面接試験。試験日は後日通知します。
等の作成等）

④ その他の管理運営業務
（ポスター等の行政情報の提供、センター便りの作成等）

八代校区内６校園の子どもたちが描いたあいさつポスターの展示会を開催します。
と き：令和2年 12 月 4 日（金）～ 6 日（日）
午前9時～午後5時
※6日（日）は午後4時まで
ところ：八代市博物館未来の森ミュージアム
入場料：無 料
※ご来場の際は、新型コロナ対策をお願いします。
問合せ：八代校区住民自治協議会 ℡34-3479

⑤ 学校開放事業の受付業務

（学校夜間グラウンド･体育館等の貸出受付及び使用料徴
※受付時間：土、日、祝日を除く8：30～17：15まで。
収、使用状況の報告事務等）
【問合せ先･申込書提出先】松高自治協議会

⑥ 体育施設の受付業務
（貸出受付及び使用料徴収、使用状況の報告事務等）

⑦ 採用予定人数は２名

相談事例
トラブル防止
の助言

松高校区行事 報告

ウイルス感染症対策として通販サイトで除菌アルコール液等とうたう消毒液を購入
したがアルコール濃度が低く効果がないものだった。

●流水と石けんを使った丁寧な手洗いが有効です。その後さらにアルコール消毒をする必要はありません。
流水と石けんでの手洗いができない時に消毒に用いるエタノールは、通常、70％濃度の使用が推奨されています
が、新型コロナウイルスに対しては、70％以上の入手が困難な場合には、60％台のエタノールを使用した消毒
も差し支えないとされています。
●身近な物の消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを薄めて拭いた後、水拭きをしましょう
食器・ドアノブ等の身近な物を消毒するためには、家事用手袋を着用し、次亜塩素酸ナトリウムを水で0.05％に
薄めて拭いた後、水拭きをしましょう。その際、忘れずに換気をしましょう。噴霧は絶対に行わないでください。
●除菌や消毒をうたう商品は、成分や使用方法などをよく確認しましょう
購入する際や使用する際は、成分は何か、手指に使用してもよい商品なのか、希釈して使用する商品なのか等、
広告や表示をよく確認しましょう。

お困りのことがございましたら、悩まずに八代市消費生活センターにご相談ください。
【相談日時】 平日…午前９時～午後５時 ※木曜日は午前9時～午後7時
【場
所】 八代市消費生活センター（八代市役所仮設庁舎東棟１階）
【電
話】 ０９６５－３３－４１６２（直通）

つ…つながり

た…助け合い

【松高校区住民安心メール】
※登録の仕方などお気軽にお問合わせください。
mta@gw.ansin-anzen.jp に空メールを送り、ご登録ください。
外出先でも早く、確実に町内会からの情報を受け取ることができます。
お年寄りの見守りや、子どもたちの安全を守るため、一人でも多くの
ご登録をお願いいたします。
メールでもアプリでも受信できます！ぜひご利用ください。
詳しい登録方法は松高自治協議会ホームページをご覧ください。

住所：〒866-0885 熊本県八代市永碇町754－2
（松高コミュニティセンター内）
TEL/FAX：３４－８８６６

関係者及び参加された皆様、お疲れ様でした。

●令和2年全国地域安全運動 啓発活動

除菌や消毒をうたった商品正しく知って感染症対策を

ま…学び

【申込み方法】
締切：12月28日（月）まで
3ヶ月以内に撮影した写真を添付した履歴書を松高
コミュニティセンターにご提出ください。

か…感謝
←メール
アドレス

↑アプリ版もあります

10月18日（日）、イオン八代にて「みんなでつくろう安心
の街」を統一スローガンに、全国地域安全運動に伴う啓発活動
が行われました。
この運動は、防犯協会を始めとする地域安全に資する関係
機関・団体及び警察が、期間を定め、地域安全活動を更に強化
するとともに、その相互間の連携の一層の緊密化を図ることに
より、地域安全活動の効果を最大限に上げて一層の浸透と定着
を図り、もって安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを
目的として行われるものです。

●令和2年度 環境美化推進善行者 表彰式
11月11日（水）、松高コミュニティセンターにおいて、環境美化の推進
に貢献した個人・団体に対して表彰式が行われました。
松高校区では、松崎町の澤田茂さんと永碇町の森内幸一朗さんが表彰され、
八代市から感謝状が贈られました。
澤田さんは町内会の環境美化委員として通算20数年の経験をされ、現在も
資源回収所指導員として活動されるだけでなく、担当日以外にも他町内の指導
員として活動されています。森内さんは町内の資源分別立会人として、分別に
関する指導や普及活動に取り組まれ、作業の効率化にも努められました。
いつも町内の環境美化に努めていただいているお二人に改めて感謝申し上
げます。
【松高自治協議会】
mail：matsujichi@yahoo.co.jp
Tel・Fax： 0965-34-8866

←ホーム
ページ

各SNSも
更新中☆

