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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。
★ 10月号の掲載申込期間：8/1 ㈭～ 20㈫
※費用の記載のないものは無料です。

ベビースイミング

第 23 回公演ミュージカル
「なみだの子レイニー」だんだんプチフェスタ＆オレンジカフェ

「だんカフェ」

子どもの不登校・進路を考える会
「さなぎの会」８月例会

八代南・八代清流高校同窓会総会

第 14 回 G マザー学級
「ボーイスカウトで子育て」

24 時間テレビ 42 ｢愛は地球を救う｣

令和元年度
八代中学・八代高女・八代高校同窓会

山猫軒の星空ミニ映画会

第２回宮地和紙×来民渋うちわコラボ特別企画
涼やかな風を運ぶ宮地和紙

オリジナルうちわづくり体験

麦島幼稚園夏まつり

令和元年度 第54回八美展募集

八代妙見祭木馬参加者募集

小学生パソコン入門講座（９月コース）

無料就職相談会

適性検査フェスタ

コールグリーンフィールド
コーラスメンバー募集

司法書士による
相続・遺言法律教室＆無料相談会

日時／毎週水曜日　午後０時 45 分～１時 45 分
　　　（毎月 29 日、30 日、31 日休み）
場所／スポーツクラブアレスト
内容／浮力で神経系や脳の発達向上を目指す
対象／６カ月以上の赤ちゃん
費用／ 1,000 円
持参品／水着・キャップ・タオル
問合せ／黒川☎ 35-6886

日時／８月 10 日㈯　午後６時 30 分～
　　　11 日㈰　午前 11 時～、午後２時～
場所／やつしろハーモニーホール
定員／ 120 人（先着順）
費用／大人 1,000 円（当日 1,200 円）
　　　4 歳～高校生 500 円（当日 600 円）
問合せ／あったかハートふれあい劇団事務局
　　　　丁畑☎ 35-3909

日時／８月 25 日㈰　午後 2 時～
場所／鏡町鏡 553 番地 4
内容／おしっこのちょい漏れからオムツま

での上手な使用方法などを学ぶ
定員／ 30 人（だんだんプチフェスタ）
　　　10 人（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／８月 17 日㈯　午後２時～４時
場所／麦島コミュニティセンター
内容／不登校を経験してスクールソーシャ

ルワーカーになった当事者による話
問合せ／植草☎ 35-2190

日時／８月 17 日 ㈯　午後６時 30 分～
場所／セレクトロイヤル八代
費用／ 3,000 円（卒業２年目まで）
　　　 5,000 円（３年目以降）
問合せ／北田☎ 090(5931)6474
　　　　または各学年幹事

日時／８月 25 日㈰　午前 10 時～11 時 30 分
場所／ Power English
内容／子ども３人をボーイスカウトで子育
　　　てしたお母さんの経験談
対象／女性
講師／内田　真美子氏
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
　　　　LINEID:powerenglishjp

【募金】
日時／８月 24 日㈯　午前 10 時 30 分～
　　　※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、道の駅竜北、
ふれあいセンターいずみ、マルショ
ク日奈久店、アーバン鏡店

オープニングセレモニー
日時／８月 24 日㈯　午後１時～
場所／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

日時／８月 24 日㈯　午後１時 30 分～
場所／八代ホワイトパレス
対象／同校卒業生
費用／ 6,000 円
その他／卒業年、氏名、電話番号を明記し

８月 14 日㈬までに FAX または
メールで申し込みください

問合せ／田中☎ 090(2500)1834
　　　　FAX：45-9245
　　　　Mail:hachikou1985@gmail.com

日時／８月 24 日㈯　午後７時～
場所／い草の里公園
内容／短編の 16 ミリ映画や影絵
問合せ／谷井☎ 46-2061

日時／８月４日㈰　午前９時～11 時 30 分
　　　（受付午前８時 30 分～）
集合場所／妙見宮鳥居前
内容／職人の指導によるうちわ作り
対象／小学生以上
定員／ 30 人（先着順）
費用／ 1,500 円（うちわ１枚付き）
その他／名前、性別、年齢、電話番号を明

記し FAX またはメールで申し込
みください

問合せ／磯田☎ 090(3603)0688
　　　　FAX:53-1349
　　　　Mail:setsu.isoda@gmail.com日時／９月８日㈰　午前 11 時～午後１時

場所／麦島幼稚園
内容／食バザー、物品バザー、ゲーム
その他／雨天決行。ゴミの持ち帰り、マイ

バック持参をお願いします。駐車
場に限りあり

問合せ／麦島幼稚園☎ 32-3937

日時／９月 15 日㈰　午前 10 時～正午
場所／やつしろハーモニーホール
募集部門／日本画・洋画、版画・彫刻・工芸・

デザイン
対象／八代市郡の在住者、在勤者、出身者、

在学者、在塾者で高校生以上
出品料／ 3,000 円（一般）※ 2 点まで
　　　　1,000 円（高校生）
問合せ／鍬本☎ 090（1970）3894

内容／ 11 月 23 日㈷に行われる八代妙見
祭の神幸行列の１つ「木馬」の参加
者を募集

対象／身長 120cm くらいの子ども（小学１
年生程度）とその両親

定員／ 12 組
費用／ 1 組 10,000 円（食事、飲み物、衣

装レンタル、保険料、記念品、写真
代含む ) 雪駄と足袋は各自準備くだ
さい

その他／応募多数の場合は抽選（当選者の
みに 10 月末までに連絡）

申込期間／９月 30 日㈪まで
問合せ／八代木馬保存会☎ 32-7063

日時／９月７日㈯～11月９日㈯
　　　毎週土曜日　午前 10 時～正午
場所／八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）
内容／基本的なキーボード操作など
講師／硴塚照男氏、硴塚淳子氏
対象／小学生
定員／ 15 人（定員になり次第締め切り）
費用／ 13,000 円（教材費含み）
その他／申込時には印鑑と講座代が必要
問合せ／八代市体育協会☎ 62-8130

日時／８月 26 日㈪　午後１時～４時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／産業カウンセラーによる就職活動で

の悩み相談会
対象／求職中の人
定員／３人
その他／９月５日㈭、９月 20 日㈮、
　　　　10 月７日㈪にも開催予定
問合せ／就職支援センターあてるプラス
　　　　☎ 096(312)4610

日時／８月 29 日㈭　午後１時 30 分～４時
場所／サンライフ八代
内容／自分の性格や思考傾向、向いている

職業分野を知る
対象／求職中の人
費用／無料（一部有料検査あり）
問合せ／若者サポートステーションやつしろ
　　　　☎ 37-8739

日時／８月７日㈬、21 日㈬
　　　午後７時 30 分～９時 30 分
場所／千丁コミュニティセンター
内容／楽しく学びながら歌のレッスン
費用／ 2,000 円（月額）
問合せ／俵積田☎ 33-2677

日時／８月 10 日㈯　
　　　相続・遺言法律教室　午後１時～
　　　無料相談会　午後２時～
場所／やつしろハーモニーホール
定員／ 20 人
問合せ／熊本県司法書士会八代支部
　　　　安田☎ 32-8667


