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伝言板

◎志成館高等学院　八代校
　　　　　　新入生・転・編入生募集
場所／志成館　八代校
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
対象／中学校卒業者
　　　高校単位取得者の転・編入も可
その他／高卒認定試験の受験指導も行い

　　ます。
　　　　説明会随時実施
問合せ／同学院☎ 0120-08-3730

◎ソフトボール部員募集
日時／毎週土・日曜日　午前 7 時～
場所／代陽小学校
対象／ 58 歳以上の人
費用／ 15,000 円 / 年
問合せ／代陽シニアソフトボール
　　　　中西☎ 090-3070-9466

◎平成30年度　
　　文化庁伝統文化親子教室生徒募集
日時／毎週土曜日
場所／各コミュニティセンター
内容／華道、茶道、書道、日本舞踊、
　　　民謡、民俗芸能
対象／小学生、継続している中学生
　　　・高校生
費用／材料費別途
問合せ／同教室実行委員会　
　　　　山村☎ 090-7442-7856

◎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
日時／毎週火曜日～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／皆さんの心配事や不安に寄り添い

　「はたらきたい」という気持ちを
　応援します。

対象／ 15 歳～ 39 歳までの求職中の人、
　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

◎第12回八代おざや節全国大会
日時／ 2 月 11 日㈷
場所／鏡文化センター
内容／八代おざや節（民謡）の
　　　　　唄のコンクール全国大会
定員／ 300 人
費用／無料
問合せ／同大会実行委員会（椿）
　　　　☎ 090-2586-3296

◎竹林整備とロープワークの勉強会
日時／ 2 月 12 日㈪　
　　　午前９時 30 分～午後３時
集合場所／東陽交流センターせせらぎ
内容／竹林の整備方法や竹の切り方、
　　　山仕事に役立つロープの結び方
　　　・使い方を教えます。
対象／竹林整備を考えている人、
　　　自然保護に関心がある人
定員／ 10 人程度
費用／ 1,000 円（資料、保険代）
準備物／弁当、飲み物、動きやすい服装、

　　丈夫な靴
問合せ／清原☎ 090-3017-9634

◎外国人による日本語スピーチ大会
日時／ 2 月 18 日㈰　午後 2 時～ 4 時
場所／やつしろハーモニーホール
定員／ 80 人
その他／スピーチ後、交流会あり
問合せ／内山☎ 35-4285

第14回ぽかぽかお話し会
日時／ 2 月 18 日㈰　午前 10 時 30 分
場所／せんちょう図書館
内容／音楽と一緒に楽しむ読み聞かせや

　パネルシアター、朗読などを行い
　ます。

対象／どなたでも
費用／無料
問合せ／岩崎☎ 090-7464-4964

◎やつしろ子ども劇場例会
　　　「おきゃく、おことわり？」
日時／ 2 月 24 日㈯　午後 6 時 30 分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／絵本が人形劇になりました。
　　　人形劇団クラルテ公演。
対象／同劇場会員の人（4 歳～）
費用／会費 1,200 円／月　
　　　入会金 300 円
その他／一般参加の人は問い合わせてく

　　ださい。入会申込受付中。
問合せ／同劇場☎ 35-3909

◎食物アレルギー基礎勉強会　
　　　　　　第3回小麦アレルギー編
日時／ 2 月 26 日㈪　午後 1 時～ 2 時
場所／熊本労災病院
内容／子どもの小麦アレルギーについて
　　　医師と管理栄養士が分かりやすく

　話します
対象／食物アレルギーの子どもを持ち、

　普段の対応に苦慮している保護者
定員／ 50 人
費用／無料
問合せ／同病院　総務課
　　　　庄島☎ 33-4151

◎宮地和紙であそぼう
日時／ 3 月 17 日㈯、18 日㈰
　　　午前 10 時～正午
場所／宮地コミュニティセンター
内容／八代の伝統工芸・宮地和紙で作品

　を作って遊びます。
対象／両日とも参加できる人
定員／子ども 15 ～ 20 人（先着順）
費用／ 100 円（材料費）
問合せ／森山☎ 53-1338

◎耳の日ふれあい2018
日時／ 3 月 4 日㈰　午後 1 時～ 3 時
場所／イオン八代店
内容／手話の歌、手話ダンス、
　　　ミニ手話教室、手話劇、ゲームなど
対象／どなたでも
問合せ／熊本県手話サークルわかぎ
　　　　「八代グループ」
　　　　中村☎ 35-0420

◎やつしろ総合型クラブ
　　　　　「リ・ボンズ」1年まつり
日時／ 2 月 2 日㈮、　9 日㈮、
　　　　　10 日㈯、11 日㈷
場所／　2 日、　9 日　第五中学校　
　　　　10 日、11 日　高田小学校
内容／2日　チャレンジ・ザ・ゲーム講習会
　　　9 日　ミニバレー大会
　　 10 日　レク式バイアスロン講習会
　　　11 日　トランポリン、フラダンス

　　　　　　　　　　　　　　など
対象／どなたでも
費用／要問合せ
問合せ／村上☎ 090-9584-6652

◎八代支援学校マーケット inひなまつり
日時／ 2 月 14 日㈬、15 日㈭
　　　午前 10 時～午後 2 時
場所／本町 1 丁目アーケード内
　　　スノーマン右店舗
内容／木工製品、陶芸製品、縫工製品、

　花苗などの販売
問合せ／同校高等部☎ 32-3251

◎シアワセのマルシェ
日時／ 2 月 17 日㈯、18 日㈰　
　　　午前 10 時～午後 5 時
場所／日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」
内容／県内外からハンドメイド、ワーク

　ショップ、フード関係などたくさ
　んのテナントが集合します。

　　　入場無料
問合せ／同事務局☎ 070-2651-4629

◎遺言・相続・許認可手続き無料相談会
日時／ 2 月 18 日㈰　
　　　午前 10 時～午後 3 時
　　　（受付は午後 2 時 30 分まで）
場所／イオン八代店
費用／相談費用は原則無料
　　　　（書類作成費用別途）
問合せ／坂川行政書士事務所
　　　　☎ 45-9965
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