
31 Yatsushiro 2017.8

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

するお問合せは、直接情報提供者へ。

★10月号の掲載申込締切は、8/1㈫〜22㈫です。

伝言板

◎少年少女剣士募集

日時／毎週火・木・金曜日
　　　午後 6 時～ 7 時 30 分
場所／市武道館
内容／剣道を通して元気にあいさつや礼

　儀を学ぶ（週一からでも大歓迎）
対象／幼児～小学 6 年生
費用／ 3,000 円 / 月、入会金 1,000 円
その他／詳しくは「八代真心館」で検索
問合せ／八代真心館鍛錬会
　　　　上村☎ 080-5260-0731

◎ハーモニカ老人教室

日時／ 8 月～ 12 月の第 1 月曜日　
　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
場所／松高コミュニティセンター
内容／初歩から手ほどきします
　　　各地老人ホーム慰問あり
対象／どなたでも
定員／ 20 人
費用／ 500 円／回　
その他／ハーモニカは C 調を使用。
　　　　持っていない人は相談ください。
問合せ／鈴木☎ 32-5855

◎親子で遊ぼうin宮地東小学校
日時／ 8 月 6 日㈰
　　　午前 10 時～午後 1 時
場所／旧宮地東小学校
内容／あさヨガ、親子で英語、
　　　夏休み性教育、親子ヨガ、
　　　おにぎりランチ
対象／生後 2 ヵ月～
　　　小学校低学年の子どもがいる親子
定員／先着 30 組
費用／無料（一部有料）
その他／要申込　当日受付可
問合せ／やつしろ助産師の会　
　　　　橋本☎ 090-7855-8387

◎24時間テレビ40「愛は地球を救う」
【募金】
日時／ 8月 19日㈯、26日㈯、27日㈰
　　　※会場によって日時が異なります
会場／やつしろハーモニーホール、八代
　　　宮鳥居前、イオン八代店、ふれあ

　いセンターいずみ、アーバン鏡店、
　マルショク日奈久店など

【イベント】
・さわやかヤングステージ
　8 月 19 日㈯　午後 1 時開演
　やつしろハーモニーホール
・オープニングセレモニー
　8 月 26 日㈯　午後 1 時開演
　イオン八代店
問合せ／ 24 時間テレビ
　　　　八代ボランティア協力会
　　　　柴田☎ 090-4585-1991

◎みんなで一緒に歌おう！歌声サークル
日時／ 8 月 20 日㈰　
　　　①午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　②午後 2 時～ 3 時 30 分
場所／①鏡文化センター　
　　　③麦島コミュニティセンター
内容／唱歌・昭和歌謡を思い出とともに

　みんなで一緒に歌う
対象／歌や音楽が好きな人
定員／ 20 人
費用／ 800 円
問合せ／歌声サークル　
　　　　加來☎ 090-8356-1190

◎相続・遺言法律教室&無料相談会
日時／ 8 月 5 日㈯　
　　　相続・遺言法律教室：午後1時～　

　無料相談会：午後 2 時～
場所／商工会議所
内容／相続・遺言などについての法律教

　室と無料相談会
定員／ 20 人程度　
費用／無料
その他／事前の予約、申し込みは不要
問合せ／熊本県司法書士会八代支部　
　　　　安田☎ 32-8667

◎俳句会（シニア）会員募集
日時／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／ 50 歳以上で興味のある人
定員／数人
費用／ 2,000 円 / 年
その他／初心者歓迎
問合せ／花藻俳句会　上村☎ 34-8676

◎コンピュータプログラミング体験
日時／9月3日㈰　午前9時～正午
　　　（受付：午前8時30分～）
場所／熊本高等専門学校八代キャンパス
内容／簡単なゲームプログラミング
対象／小学5・6年生
定員／20人程度
費用／無料
持参品／USBメモリ（1GB以上）、
　　　　筆記用具
申込み／小学校名、学年、氏名、住所、電話
　　　　番号を明記の上、ＦＡＸまたは

　　メールで申し込み。
申込締切／8月21日㈪必着
問合せ／熊本高等専門学校八代キャンパス
　　　　黒木☎53-1390　D53-1219
G :so-kikaku@kumamoto-nct.ac.jp

◎講演会「子どもたちの放課後の

　　　　支援体制の現状と課題」

日時／9月10日㈰　午前9時30分～正午
場所／やつしろハーモニーホール
内容／子どもたちの放課後はどうなって

　いるのか、子どもたちが安心して
　過ごせる所は整っているのか、保
　護者が安心して働ける体制になって
　いるのか

　　　みんなで考えてみませんか
対象／どなたでも
定員／50人
費用／300円（資料代）
問合せ／八代子どもの文化と生活を考える会
　　　　堀☎52-7355

◎聖愛幼稚園百周年記念式典
日時／10月1日㈰　
　　　礼拝：午前10時30分～
　　　祝賀会：午後0時30分～
　　　（受付：正午～）
場所／礼拝：八代教会
　　　祝賀会：セレクトロイヤル八代
対象／当園を卒園した人または保護者
費用／5,000円（祝賀会）
申込み・問合せ／聖愛幼稚園　
　　　　　　　　松永☎32-3303

◎劇団員募集
日時／毎週 1、2 回　
　　　平日午後 7 時～ 9 時
場所／コミュニティセンターなど
内容／一緒に市民ミュージカルを行う
　　　舞台に立ってみたい人、大道具、

　照明、音響などに興味がある人大
　歓迎　（経験不問）

対象／小学生～成人
費用／子ども3,000円/年
　　　大人6,000円/年
　　　 入会金1,000円
問合せ／あったかハートふれあい劇団事務局
　　　　丁畑☎ 090-1519-2886

◎Welcome「平和コンサート」

日時／ 8 月 19 日㈯　午後 2 時～ 4 時
場所／グリーンコープ県南センター
内容／忘れてはいけない戦争や日々平和

　に過ごせることに思いをはせる
　　　（八代女性市民の会と合同で開催）
対象／どなたでも
定員／ 50 人
費用／無料
その他／午後 4 時から夕涼み市開催
問合せ／グリーンコープ生協くまもと　

　　県南地域本部組合員事務局
　　　　☎ 34-4211

◎八代東高等学校同窓会総会
日時／ 8 月 19 日㈯　午後 5 時～
場所／八代ホワイトパレス　
対象／同校卒業生全員
費用／ 7,000 円（食事付）
申込み／ 8 月 10 日㈭までに同校へ 　

　　FAX で申し込み
問合せ／同校☎ 33-1600　D35-8857


