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◎デジカメ講座 写真展のお知らせ
期日／3 月 25 日㈯～ 4 月 10 日㈪
場所／市立図書館2階展示コーナー
内容／サンライフやつしろ主催講座のデ
　　　ジカメ講座受講生の作品展示と
　　　「私たちの見た妙見祭」の写真展示
　　　入場無料
問合せ／平岡☎090-6630-3967

◎五ヶ瀬町の町おこし視察研修 参加者募集
日時／4 月 7 日㈮　午前 9 時集合
集合場所／代陽公民館
内容／町おこしに携わった人による講話
対象／65 歳以上の人
定員／10 人
費用／4,000 円（交通費・保険代を含む）
問合せ／有野☎38-3450

◎花華写真四人展
期日／4 月 22 日㈯～ 5 月 15 日㈪
場所／市立図書館 2 階展示コーナー
内容／花と花のある風景写真40点を展示
　　　入場無料
問合せ／八代市写真愛好会 白木☎33-5272

◎第 3 回パノラマウォーキング
　旧高田校区総合型スポーツクラブ「リ・
クリエート」設立準備委員会がパノラマ
ウォーキングを開催します。
日時／4 月 23 日㈰
　　　午前 10 時～午後０時 30 分
　　　（午前 9 時 30 分から受付）
集合場所／球磨川河川緑地
内容／遙拝神社周辺で高田校区を眺めな

　がらのウォーキング（小雨決行）
対象／どなたでも（ベビーカーや車椅子

　の人も可）
定員／先着100 人程度
費用／一般1,000 円、中学生以下 500

　円、未就学児 100 円（おにぎり代・
　保険料・参加賞を含む）

問合せ／やつしろ総合型クラブ「リ・ボン
　ズ」 村上☎090-9584-6652

◎日奈久断層の現状に関する講話
日時／4月28日㈮　10時～11時30分
場所／代陽公民館
内容／新聞記者による講話
対象／どなたでも
定員／30 人
費用／無料
問合せ／有野☎38-3450

◎歌の街へようこそ！
～東北・ふるさと熊本に心を寄せて～
日時／4月28日㈮　午後1時30分開演
場所／やつしろハーモニーホール
内容／ピアノの弾き語りなど
費用／チャリティー金1,000 円
問合せ／歌の案内人
　　　村井☎090-9597-2350

◎あすなろバドミントンクラブ 会員募集
日時／毎週火・木曜日
　　　午前 10 時～午後 1 時
場所／市総合体育館小アリーナ
対象／どなたでも
費用／会員：月 1,000 円
　　　ビジター：300 円
問合せ／あすなろバドミントンクラブ
　　　西田☎090-9583-1592

◎平成29年度「不動産鑑定評価の日」
　不動産無料相談会
日時／4月14日㈮　午前10時～午後3時
場所／やつしろハーモニーホール
　　　第 3 小会議室
内容／不動産鑑定士による土地評価や、

　その他不動産に関する無料相談
対象／不動産に関心のある人
費用／無料
問合せ／熊本県不動産鑑定士協会
　　　☎096-385-5020

◎八代妙見祭・ユネスコ無形文化遺産への道のり
日時／4 月 16 日㈰　午後３時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／昨年、ユネスコ無形文化遺産に登
　　　録された八代妙見祭。元市職員が、
　　　登録までの苦労と秘話について講
　　　演をします。
定員／100人　入場無料、事前申込不要
問合せ／八代史談会 原岡☎090-2688-2441

◎松中信彦講演会 「ひたむきな野球人生」
日時／4月22日㈯　午後2時30分～4時
場所／やつしろハーモニーホール
　　　入場無料、要整理券
整理券配布先・問合せ／タキガワ☎32-3866
　　　　　　　　（毘舎丸町6-19）

◎八代高等学校 八代中学校
　吹奏楽部・合唱部 合同定期演奏会
日時／5 月 5 日㈷　午後 2 時開演
場所／やつしろハーモニーホール
内容／八代高等学校と八代中学校の吹

　奏楽部と合唱部による合同定期
　演奏会。入場無料

問合せ／八代高等学校 八代中学校
　　　吹奏楽部・合唱部☎33-4138

◎秀岳館高校 一般陶芸開校講座
日時／5月11日㈭～ 7 月 20 日㈭の毎週

　木曜日　午後 4 時 30 分～ 7 時
場所／秀岳館高校 建設科実習室
内容／一般向け陶芸教室
　　　手びねりやロクロなど
対象／16 歳以上
定員／30 人
費用／総額6,000 円
問合せ／5月8日㈪までに往復ハガキで秀

　岳館高校建設工業科陶芸教室まで
　（〒866-0881 興国町 1-5）

　　　☎33-5134

◎音声訳（朗読）ボランティア養成講座
日時／5月8日㈪～7月10日㈪の毎週月曜

午前 10時～正午（全 10回）
場所／市総合福祉センター 2 階
内容／音声訳に必要な基礎技術の習得
対象／修了後、「萌の会」で活動できる人
費用／無料
問合せ／市社会福祉協議会☎62-8228

◎英語対訳で読む「源氏物語」
日時／隔週土曜日 午前10時～11時30分
場所／八千把公民館
内容／4 月から「葵」（あふひ）の巻を古文

　と英語訳で読みます
対象／どなたでも
費用／1 回 700 円
　　　（テキスト代・会場使用料を含む）
問合せ／坂本☎51-5018

◎第22回球磨川センチュリーライド開催
　球磨川河川緑地を発着点としたサイク
リングを開催します。参加者は球磨村まで
の球磨川沿いをサイクリングします。沿線
にお住まいの人にはご迷惑をおかけしま
すが、参加者への声援をお願いします。
期日／4 月 2 日㈰
場所／球磨川河川緑地
問合せ／熊本県サイクリング協会
　　　岩永☎096-352-3878

◎ボランティア募集と事前研修会
日時／4月13日㈭　午後1時30分～3時
場所／TMCキャリアアップスクール
　　　（錦町 17-13）
内容／松浜軒でのお抹茶接待や庭園ガイ

　ドボランティアの研修
対象／どなたでも（茶道経験なしでも可）
定員／20 人　費用／無料
問合せ／やつしろ茶和の会ボランティア研
　　　修会事務局 真木☎34-3939

◎マタニティスイミング教室
日時／4・5 月の毎週火・金・土曜日
　　　午前11時30分～午後0時30分
　　　（祝日と第 5 週目は休み）
場所／KSG 八代（井上町 443-1）
内容／マタニティ時の運動不足や体重管理、
　　　ストレス解消を目的にプールで運動
対象／16 週以上経過している妊婦
定員／先着 8 人
費用／1 回 500 円
その他／レンタル水着あり
　　　産婦人科医の許可証明が必要です
問合せ／ KSG 八代☎32-1110

◎八代少年少女合唱団 第43回定期演奏会
日時／5 月 4 日㈭
　　　午後2時開演　午後1時30分開場
場所／厚生会館
費用／1,000 円（全席自由）
　　　小学生未満は無料
その他／第44期団員を募集しています。幼稚

　園児から小学生までの男女児が対象
　です。中学生以上は要相談

問合せ／八代少年少女合唱団事務局
　　　森☎090-3734-0087

◎市老人クラブ パソコン趣味講座と会員募集
日時／月2回（日曜日）　開催日は要確認
　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
場所／ NTT 八代支店 3 階会議室
内容／パソコン講座を翌年の 3 月まで

　に 20 回開催
対象／町内に老人会がなく、趣味（パソ

　コン）講座がない人
費用／パソコン講座　1,500 円／年
　　　老人会年会費　1,000 円／年
問合せ／趣味（パソコン）講座
　　　久保田☎090-9591-0857

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ご利用ください。
内容に関するお問合わせは、直接情報提供者へ。
★6月号の掲載申込は、4/1 ㈯～ 18 ㈫です。


