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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。
★３月号の掲載申込期間：1/ 6 ㈪～ 20 ㈪
※費用の記載のないものは無料です。

太田郷小学校 どんどや祭り

歌の街へようこそ！
～東北・ふるさと熊本に心を寄せて～

令和2年度八代美術協会新春展

就職マッチングフェア inやつしろ

だんだんプチフェスタ＆オレンジカフェ

八代市立鏡西部小学校
閉校式・学習発表会

自然と歴史の里さかもとを歩く
～早春 10kmコース～

令和元年度文化庁伝統文化親子教室発表会

第 16回Ｇマザー学級
「英語で遊ぼう：赤ちゃん編」

八代亜紀絵画コンクール作品募集

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

令和元年度八代手をつなぐ育成会
「第二回研修会」

免疫ヨーガ教室

中九州短期大学　公開講座

第 12回白竜色紙展

人権NPOちなもい　人権擁護・救済センター
1月の電話相談・面談

熊本県立大学の学生による
プロジェクションマッピング

日時／１月 13日㈷　
　　　開会式：午前 9時 30分～
　　　どんどや点火：午前 10時～
　　　バザー：午前 11時～
場所／太田郷小学校
内容／どんどや、抽選会、食バザーなど
問合せ／同校☎ 32-6143

日時／１月 9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／ピアノ弾き語りなど
費用／ 1,000 円（チャリティー代）
問合せ／歌の案内人
　　　　村井☎ 090(9597)2350

日時／１月 20日㈪～ 26日㈰
　　　午前 10時～午後 5時
　　　（最終日は午後 4時まで）
場所／東京画廊
内容／日本画・洋画・版画・彫刻・工芸
　　　作品の展示
問合せ／鍬本☎ 090(1970)3894

日時／１月 25日㈯　午後 1時～４時
　　　（受付は午後 0時 30分～）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／地元企業による事業内容や仕事内容
　　　の説明。詳しくはホームページを確
　　　認ください。
対象／正社員での就職・転職を考えている人
その他／書類選考なし、履歴書不要、
　　　　服装自由
問合せ／熊本県あてるプラス
　　　　☎ 096(312)4610

日時／１月 26日㈰　午後 2時～４時
場所／鏡町鏡 553番地 4
内容／だんだんプチフェスタ「相続・遺産
　　　分割」とオレンジカフェ
定員／ 30人（だんだんプチフェスタ）
　　　10人程度（オレンジカフェ）
費用／ 100 円（オレンジカフェ）
その他／ボランティア募集中
問合せ／暖暖　深名☎ 43-8007

日時／ 2月 16日㈰
　　　閉校式典　
　　　午後 1時 10分～２時
　　　学習発表会　
　　　午後２時 15分～３時 30分
場所／鏡西部小学校
内容／閉校式典とステージ発表、児童作品・
　　　写真展示など
その他／式典出席希望者は1月末日までに
　　　　連絡ください
問合せ／田中☎ 53-9125

日時／１月26日㈰　午前9時～午後1時15分
　　　（午前 8時 40分集合）
集合場所／ JR肥薩線 坂本駅
内容／坂本橋・又四郎稲荷鳥居・相良殿道
　　　跡・八十八観音・崇光寺を巡る
定員／ 30人
費用／ 1,500 円（資料・保険・昼食代）
その他／歩きやすい服装と靴で参加ください。
　　　　飲み物を持参ください。小雨決行
問合せ／やつしろ観光ガイド協会
　　　　鶴崎☎ 090(3195)2952
　　　　Mail：orangutan@tnb.bbiq.jp

日時／１月 26日㈰
　　　午前 9時 30分～午後 3時 30分
場所／八代市公民館
内容／伝統文化を学ぶ260人の子どもたち
　　　の発表会
費用／ 200 円（茶道のみ）
問合せ／実行委員会
　　　　川野☎ 090(5080)2936

日時／１月 26日㈰
　　　午前 10時～ 11時 30分
場所／ Power English
内容／英語教育アドバイス
講師／伊藤敦子氏
対象／ 0～ 3歳の子育て中の母親
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

テーマ／自分たちの住んでいるまち
画材／水彩、パス、クレヨン、鉛筆など
大きさ／画用紙 B3（小学生～高校生）
　　　　10 号まで（一般 )
表彰／八代亜紀大賞1人、八代亜紀賞　
　　　10人程度、入選150人
　　　応募者全員に参加賞贈呈
展示／やつしろハーモニーホール
　　　5月8日㈮～11日㈪
対象／八代市郡の小学生～高校生、一般
提出期限／4月13日㈪まで
問合せ／八代亜紀と共に明日の八代をつくる会
　　　　☎32-6191

日時／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／就職をサポート（随時相談受付）
対象／15 歳～ 39 歳までの求職中の人ま
　　　たはその家族
問合せ／若者サポートステーションやつしろ
　　　　☎ 37-8739

日時／2月1日㈯　午前10時～11時40分
場所／やつしろハーモニーホール
テーマ／わが子とより良い関係をつくるた
　　　　めのワークショップ
対象／障がいのある子どもをもつ保護者、
　　　子どもの発達が気になる保護者
定員／20人程度
申込締切／ 1月15日㈬
問合せ／八代手をつなぐ育成会事務局
　　　　蓑田 FAX：32-2550
　　　　Mail:teotunaguya@cmail.plala.or.jp

日時／１月～12月　第 2・第 4木曜日
　　　午前10 時～11時 30 分
場所／麦島コミュニティセンター
内容／免疫力をアップさせるためのヨガ教室
定員／20人（予約可）
費用／2,000 円 /月、体験無料
問合せ／園田☎ 080(4694)9966

日時／①2月1日㈯
　　　　午前10 時～11時 30 分
　　　②2月15日㈯
　　　　午前10 時～11時
　　　③2月15日㈯
　　　　午前11時20分～午後0時20分
場所／中九州短期大学
内容／①コンピュータで家計簿を作ろう
　　　　～表計算ソフトの初歩の初歩～
　　　②世界の名曲をハンドベルで楽しもう
　　　③八代宮地和紙によるアクセサリーづくり
定員／各10人
その他／2日前までに予約ください
問合せ／同校☎34-7651
　　　　FAX：34-7654

日時／１月 6日㈪～ 12日㈰
　　　午前 10時～午後 5時
　　　（最終日は午後 4時まで）
場所／東京画廊
内容／書 (色紙 ) の展示
問合せ／中村☎ 090(9560)5614

日時／１月 6・20・27日㈪
　　　午前 11時～午後 1時
場所／八代教育会館
内容／調査相談専門員による人権擁護
　　　・救済に関する相談
問合せ／森永☎ 32-3030

日時／１月 25日㈯　午後 6時～ 8時
　　　（雨天時は 26日）
場所／塩屋八幡宮
問合せ／バイラデザイン事務所
　　　　井村☎ 31-1000


