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2020県南・天草新春トップフォーラム
「県南・天草の新たなる挑戦！！」
日時／ 2月 11日㈷　午後３時～
場所／八代ホワイトパレス
内容／蒲島知事による基調講演、パネルディ

スカッションなど
費用／大懇談会は 4,000 円（一般）、
　　　2,000 円（学生）
申込み／ FAX 34-6113 または専用WEB

サイト https://2020topforum.
jimdofree.com/　から申し込み

問合せ／同フォーラム実行委員会
　　　　木村☎ 090(5940)6193

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。
★ 4月号の掲載申込期間：2/ 3 ㈪～ 17㈪
※費用の記載のないものは無料です。

マタニティスイミング

難病患者や家族が話をする会

第17回森林保全講習
～初心者向け チェーンソーの目立て講習会～

だんだんプチフェスタ＆オレンジカフェ

外国人による日本語スピーチ大会

竜峰山の山開き・ハイキング

耳の日ふれあい2020

かけっこ無料体験スクール

八代・宮地紙漉きの里、紙と水辺の暮らしを歩く

人形劇「やもじろうとはりきち」

遺言・相続手続き無料相談会

八代史談会
「佐賀城下の史跡探訪とひな祭り巡り」

八代市文化協会の新規・継続加入団体募集

人権NPOちなもい　人権擁護・救済センター
2月の電話相談・面談

令和 2年度文化庁伝統文化親子教室
生徒募集災害ボランティア研修講座

先生教えて！
がんに関するあれやこれ Part3

健康体操・自彊気功八千把教室

八代支援学校ひなまつり販売会

日時／ 2月～ 3月　毎週火・金・土曜日
　　　午前 11時 30分～午後 0時 30分
場所／ KSG八代
内容／妊娠時の運動不足、むくみ解消など
　　　泳げなくても参加可能
対象／ 16週経過している妊婦
定員／先着 8人
費用／ 1回 500円（3回まで）
　　　220円（レンタル水着・帽子）
その他／産婦人科医の許可証が必要
問合せ／ KSG八代☎ 32-1110

日時／毎月第 4火曜日　午後 2時～ 4時
場所／熊本労災病院
問合せ／八代難病友の会　虹の会
　　　　本田☎ 050(1440)3953

日時／ 2月 11日㈷
　　　午前 8時 30分～正午
集合場所／東陽交流センター「せせらぎ」
　　　　　駐車場
定員／ 10人程度（要予約）
費用／ 2,000 円（テキスト・保険代）
その他／作業しやすい服装・丈夫な靴で参
　　　　加ください。手袋・水筒を持参く
　　　　ださい。
問合せ／清原☎ 090(3017)9634

日時／ 2月23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「冬の介護予

防体操について」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23日㈷　午後2時～ 4時
場所／やつしろハーモニーホール
その他／スピーチの後交流会あり
問合せ／地域日本語支援やつしろクラブ
　　　　内山☎ 080(5247)4227

日時／ 3月 1日㈰　午前 9時集合
集合場所／竜峰山 5合目広場（雨天決行）
内容／安全祈願の神事後、会員と一緒に登山
その他／先着100人に紅白まんじゅうを進呈
問合せ／八代山の会　野上☎ 32-9310

日時／ 3月 8日㈰　午後 1時～ 3時
場所／イオン八代店（2Fフードコート）
内容／手話ダンス・手話ソング・手話教室・
　　　体験発表など
問合せ／福泉☎ 33-5246

日時／ 3月 11・13・14・18・21・25・
　　　27・28日
　　　水・金曜日　午後4時30分～5時30分
　　　土曜日　午後 3時～ 5時
場所／球磨川河川緑地など
対象／ 3歳以上
問合せ／やつしろT&F☎ 080(1712)9005

日時／ 3月 15日㈰　午前 9時集合
集合場所／八代神社鳥居前
定員／ 16人（先着順）
費用／ 1,000 円（紙漉き、資料代）
問合せ／八代宮地紙漉きの里を次世代につ
　　　　なぐ研究会
　　　　磯田☎ 090(3603)0688
　　　　Mail：setsu.isoda@gmail.com

日時／ 2月 15日㈯　午後 6時 30分～
場所／宮嶋利治学術財団ホール
対象／ 3歳～小学 3年生の親子
定員／ 60人
費用／ 300円（入会金）、1,200 円 / 月（会費）
問合せ／やつしろ子ども劇場
　　　　☎ 35-3909

日時／2月20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
問合せ／熊本県行政書士会
　　　　☎ 096(385)7300

日時／3月5日㈭　午前 7時 30 分出発
　　　（午後 6時帰着予定）
行き先／佐賀市
内容／佐賀城本丸歴史館・高伝寺・大隈重

信記念館、城下町のひな祭りを巡る
定員／10人（先着順）
費用／9,000 円
　　　（交通費・昼食・入場料・ガイド料など）
申込締切／2月20日㈭
その他／雨天決行。市内各所を出発。
　　　　申し込み時に乗車場所を確認します
問合せ／八代史談会
　　　　原岡☎ 090(2688)2441 活動内容／八代市文化祭の共催、まちの先生

　　　　　派遣事業の実施など
加入資格／3人以上（大人）の会員を有す
　　　　　る市内の団体
年会費／団体の会員数に応じた額
申込締切／2月10日㈪
問合せ／八代市文化協会（事務取次）
　　　　文化振興課☎33-4533

日時／ 2月 3・10・17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・
　　　救済に関する相談など
問合せ／森永☎ 32-3030

内容／華道・茶道・書道・日舞・民謡・民俗芸能
対象／小学生～高校生
その他／募集は各教室で随時受け付け
問合せ／実行委員会
　　　　川野☎ 090(5080)2936

日時／2月29日㈯　午前10 時～
　　　（受付　午前 9 時 30 分）
場所／麦島コミュニティセンター
内容／熊本地震後と水害リスクについて、
　　　避難所運営ゲーム
定員／70人
問合せ／八代市社会福祉協議会☎ 62-8228

日時／ 2月29日㈯　午後2時～ 4時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／婦人科がん、大腸がん、免疫チェッ  

クポイント阻害剤がテーマの講演会
問合せ／熊本労災病院☎33-4151

日時／第 1・2・3木曜日
　　　午後 1時 30分～ 3時
場所／八千把コミュニティセンター
対象／女性
定員／ 15人（要予約）
費用／ 3,000 円（入会金）、1,000 円 / 月
問合せ／大田☎ 090(2507)1213

日時／ 2月 13日㈭
　　　午前 10時～午後 1時 30分
場所／本町アーケード内スノーマン右店舗
内容／高等部の生徒たちによる農芸・陶芸
　　　・縫工・紙工芸製品の販売
問合せ／同校☎ 32-3251


