健康マージャン教室（初心者向け）
日時／令和 2 年 2 月 4 日㈫〜４月 28 日㈫
毎週火曜日（全 12 回）
午後１時 30 分〜４時 30 分
場所／八代市公民館
対象／ 60 歳以上の初心者の人
定員／ 20 人（申込多数の場合は抽選）
費用／１,000 円（テキスト代）
１,000 円／月（会費）
申込締切／ 12 月 20 日㈮
申込み／詳細は問い合わせください
問合せ／熊本健康マージャン協会
藤澤☎ 090(7388)6677

八代市熊日駅伝選考会
日時／ 12 月 21 日㈯
受付：午前 9 時〜（当日受付可）
場所／球磨川河川緑地
内容／熊日駅伝大会の選考会
午前 11 時〜
女子（一般・高校）4km
午前 11 時 30 分〜
男子（一般・高校）8km
対象／高校生以上
問合せ／鏡中学校
吉田☎ 52-0107

楽しい婚活パーティーに
参加しませんか
日時／ 12 月 22 日㈰ 午後 2 時〜
場所／マザーグース
対象／独身の男女
費用／無料（別途、各自飲食した分を支払い）
その他／参加人数が少ない場合、開催でき
ない場合あり
問合せ／中尾☎ 080(5203)1586

人形劇「はれときどきぶた」
日時／ 12 月 11 日㈬ 午後 7 時〜
場所／やつしろハーモニーホール
内容／人形劇団ひとみ座による人形劇
費用／ 1,200 円（会費・毎月）、
200 円（入会金）
その他／一般参加の人は問い合わせください
問合せ／やつしろ子ども劇場
☎ 35-3909

八代白百合学園高等学校吹奏楽部
第 22 回定期演奏会
日時／令和２年１月 24 日㈮
午後 6 時 30 開演（午後 6 時開場）
令和 2 年 1 月 25 日㈯
午後 1 時開演（午後 0 時 30 分開場）
午後 6 時開演（午後 5 時 30 分開場）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／第 1 部 マーチングステージ
第 2 部 オリジナルステージ
第 3 部 ポップスステージ
費用／指定席 1,500 円、自由席 1,000 円
（高校生以下 500 円）
その他／ 12 月 12 日㈭ 午前 9 時から
チケット販売
平日午前 9 時〜午後 4 時
問合せ／同校事務所☎ 32-2354

子羊文庫「クリスマスおはなし会」
日時／① 12 月 12 日㈭ 午前 11 時〜
② 12 月 21 日㈯ 午後 3 時〜
場所／市立図書館本館
内容／絵本の読み聞かせ、ブラックパネル
シアターなどのおはなし会
問合せ／早木☎ 34-5761

八代市新春ミニサッカー大会開催
日時／令和２年1月2日㈫ 午前8時30分集合
場所／日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」
内容／フットサル（一般経験者・未経験者）、
６人制（一般経験者のみ）
参加者はぜんざい食べ放題、閉会式
でじゃんけん大会（豪華景品あり）
費用／ 1 チーム 5,000 円（開催ができな
い場合、一部返金）
申込締切／ 12 月 20 日㈮
その他／参加申込書は市体育協会ホームペー
ジ（http://www.taikyou8246.
or.jp/）からダウンロード可
申込み／ハヤカワスポーツ八代店
☎ 34-0555
問合せ／八代市体育協会
宮田☎ 090(3666)0435

親子ふれあいパソコン体験会
日時／ 12 月 14 日㈯
午前10時〜11時、午前11時〜正午
12 月 22 日㈰
午前10時〜11時、午前11時〜正午
場所／八代トヨオカ地建アリーナ
内容／親子で楽しくパソコンに触れ合う
講師／硴塚照男氏、硴塚淳子氏
対象／小学生（小学生のみの参加、来年度
1 年生可）と保護者
定員／各回 10 組
その他／参加は１回のみ
問合せ／八代市体育協会☎ 62-8130

八代市水泳協会主催 新春初泳ぎ会

「国際交流のつどい」交流会
―日本語で話そう―

日時／令和２年1月2日㈭ 午前10時〜正午
場所／ KSG 八代
その他／水着、スイムキャップ、タオル
を持参ください
問合せ／同協会事務局
時枝☎ 090(3074)7740

日時／ 12 月 15 日㈰ 午後 2 時〜 4 時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／みんなで楽しむじゃんけんゲーム、
ビンゴゲーム（景品あり）など
問合せ／地域日本語支援やつしろクラブ
内山☎ 080(5247)4227

代陽小2020年 タイムカプセル開封式
日時／令和２年 1 月 3 日㈮ 正午〜
場所／代陽小学校
内容／ 20 年前に埋めたタイムカプセルの開封
対象／平成 12 年に在籍していた児童（1 年
生〜 6 年生）と職員・保護者
問合せ／堀口☎ 090(8409)1145

遺言・相続手続き無料相談会
日時／12月19日㈭ 午前10時〜午後3時
場所／ゆうちょ銀行八代店
内容／行政書士による無料相談（予約不要）
問合せ／熊本県行政書士会
☎ 096(385)7300

★★★★★★★★★★★★★★★★★

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。
★２月号の掲載申込期間：12/2 ㈪〜 17 ㈫
※費用の記載のないものは無料です。

オヤジバンドメンバー募集
日時／第１、３木曜日 午後 8 時〜 10 時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／平均年齢65歳のGSのコピーバンド
サイドギター希望
問合せ／入江☎ 080(5249)7372

酒害に悩んでいる皆さんへ
日時／毎週土曜日 午後７時30分〜９時30分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／アルコール問題で悩んでいる人や家
族の体験談。第２土曜日は家族のみ
の家族会あり
その他／12月12日㈭ 午前10 時 〜正午に
八代保健所で地域版依存症家族
ミーティング開催
問合せ／熊本県断酒友の会八代支部
岩本☎ 090(4358)5090

熊本県出身学生寮「有斐学舎」
入寮生募集
所在地／埼玉県志木市柏町 6-27-14
対象／令和 2 年 4 月から首都圏の 4 年制
大学に進学する学生（男子約 15 人、
女子 6 人）
費用／入舎料 70,000 円
2 人部屋 18,000 円／月
1 人部屋 24,000 円／月
（電気料金、食費別途）
その他／入舎試験、面接あり（詳細は
http://www.y-gakusya.net/）
問合せ／有斐学舎
井川☎ 096(294)0515

千艸会八代教室水墨画展
日時／ 12 月 5 日㈭〜 11 日㈬
午前 10 時〜午後 5 時
最終日は午後 3 時まで
場所／シャディ東京画廊
内容／約 20 点の水墨画の展示
問合せ／藤田☎ 090(9078)3250

自分だけの「竹箸」をつくってみませんか
日時／ 12 月 5 日㈭ 午後１時〜
場所／桑原竹細工店工房
内容／日奈久の竹箸をつくる
定員／ 10 人程度
費用／ 500 円
問合せ／桑原竹細工店☎ 38-0336

八代史談会「八代城を学ぼう」
日時／ 12 月 7 日㈯ 午前 9 時 20 分〜
集合場所／本庁仮設庁舎駐車場
内容／八代城を巡り歴史をひも解く
費用／ 200 円（資料代）
その他／小雨決行、歩きやすい靴・服装、
防寒対策をして参加ください
問合せ／八代史談会研修委員
原岡☎ 090(2688)2441
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