日奈久コミュニティセンターだより〖令和２年１１月〗
日 曜

保育園・小学校・中学校・ＰＴＡ

1 日 （小・中）不祥事根絶を考える日
2 月 （天）交通指導、容儀調べ
（み）神社参拝、容儀調べ
（中）県共通テスト
3 火
文化の日
4 水 （中）県共通テスト、フッ化物洗口
5 木 （天）社会見学
（み）音楽で遊ぼう
（小・中）シェイクアウト訓練
（中）文化祭準備・リハーサル
6 金 （み）英語で遊ぼう
（小）読み聞かせ
（中）文化祭
7 土 （み）安全点検
8 日
9 月 （天）非常時対応訓練、容儀調べ
（小）移動図書館〔ともだち号〕
10 火 （み）３B体操＆リトミック
（小）委員会
（中）全校集会（生き方を考える集会）
11 水
（小）振替休業日（１１/１４分）
（中）フッ化物洗口
12 木 （み）自然散策
（中）人権集会（ZOOMを使った集会）
13 金 （み）英語で遊ぼう
（小・中）安全点検
14 土 （天）本堂参拝
（小）授業参観（たけのこ発表会）・
親子ふれあい活動、学級懇談
15 日 （小）命の日
16 月 （天）衛生指導、容儀調べ
17 火 （み）中九州短期大学との交流（４、５歳
参加）、３B体操＆リトミック
（小）クラブ
（中）運営委員会、専門委員会
18 水 （み）交通安全指導
（小）語る会
（中）フッ化洗口
19 木 （天）身体測定
（み）音楽で遊ぼう
（中）生徒議会、生活指導委員会
20 金 （み）英語で遊ぼう
（小）命の日集会
（中）坂本中学習発表会

市関係・住民自治会・民児協他

燃えるごみ

（老）舞 踊
（婦）太極拳
（自）スプリングコール

（老）カラオケ

・民生・児童委員月例会
燃えるごみ

・元気体操（コミセン）
（婦）日 舞
（老）会長会
（老）千代永会
（老）大明神会
（老）舞 踊
（自）スプリングコール

（老）舞 踊

・いきいきサロン〔塩南〕
・いきいきサロン〔上西・中西〕

勤労感謝の日

保育園・小学校・中学校・ＰＴＡ

24 火 （天）誕生会、容儀調べ
（み）身体測定、３B体操＆リトミック
25 水 （み）自然散策
（中）期末テスト、フッ化物洗口
26 木 （み）誕生会
（中）期末テスト
27 金 （み）英語で遊ぼう
（小）避難訓練
（中）期末テスト、薬物乱用防止教室
28 土
29 日
30 月 （天）容儀調べ
（み）避難訓練
（中）３年三者面談（～４日まで）

老人会・婦人会・体協・交通・消防

市関係・住民自治会・民児協他

（老）カラオケ
（婦）太極拳
（老）レクダンス

燃えるごみ

・元気体操（大坪）
（婦）日 舞

燃えるごみ

（老）舞 踊
（老）鶴寿会（奉仕作業）

光ブロードバンドサービス
資源の日╱燃えるごみ
・移動図書館〔ともだち号〕

人権を確かめ合う日
（婦）太極拳
・いきいきサロン〔山下〕
（老）レクダンス
・元気体操（大坪）
（婦）日 舞

日 曜

☎３８-２３９０

「ごみ収集日」 について、お詫びとお知らせ
１０月号コミセンだよりで、ごみ収集日の記載漏れがあり
ました。心よりお詫び申し上げます。
記入漏れの１０月２９日（木） 燃えるごみ の収集は、予
定どおり実施されます。
１１月２３日（月）勤労感謝の日は、資源物及び燃えるご
みの収集は行われません。
資源物の収集は、１１月２１日（土）に変更になりますの
でご注意ください！

燃えるごみ
・市政協力員月例会

燃えるごみ
・住民自治会運営委員会

・住民自治会広報部会

燃えるごみ
・青少年街頭指導
・元気体操（コミセン）
・いきいきサロン〔浜〕
・いきいきサロン〔新田〕
・いきいきサロン〔馬越〕
資源の日
・光ブロードバンド説明会

21 土
22 日
23 月

老人会・婦人会・体協・交通・消防

日奈久コミセンだより【２０２０年１１月】

令和２年度 市民活動政策課
会計年度任用職員(パートタイム職員)募集！
１．募集職種及び人員
①交通安全教育指導員 １人
②事務補助員（二見出張所） １人
2．任用期間 令和３年１月４日～令和３年３月３１日
※人事評価の結果次第で、翌年度も任用する場合が
あります。
3．受付期間 １０月２６日（月曜日）～１１月９日（月曜日）
【持参の場合】 ８時３０分～１７時１５分
（土・日及び祝日を除く）
【郵送の場合】 １１月９日（月曜日）※必着
4．面 接 日
令和２年１１月２１日（土曜日）
※面接時間は後日文書等で通知します。
5．選考方法 ・申込書等による書類審査
・個別面接（１０分程度）
6．その他
勤務条件や申込みに必要な書類などは、八代
市のホームページからダウンロードできます。また、受付
期間中は八代市役所東棟２階市民活動政策課でも配布
しています。郵送での請求もできます。
〒866-8601 八代市松江城町1-25
本庁仮設庁舎東棟２階
八代市 市民環境部 市民活動政策課
℡（０９６５）３３-４４８２

令和２年１１月２７日サービス開始！！
インターネットサービスの内容、利用料金等の内容を
含めた説明会を開催します。
詳細は、今月号市報の折込チラシをご覧ください。
【日 時】 １回目 １１月２１日（土） １６：００～
２回目 １１月２１日（土） １９：００～
【場 所】 日奈久コミュニティセンター３階大会議室
【問合せ】 八代市情報政策課 ３３－４１０３
＊マスク着用をお願いします。

フラワーアレンジメント講座

受講生募集！

手作りクリスマスリースをつくろう
【日 時】 １１月２５日（水） 13：00～15：00
【場 所】 郡築コミュニティセンター （郡築６番町）
【講 師】 熊本県フラワー装飾職業訓練指導員
フラワーアートデザイナー 岡村ゆかり 氏
【内 容】 針葉樹の枝でリースを作り、オーナメントや
木の実で飾りつけます。完成したものはお持ち帰り
できます。
【対 象 者】 八代市内にお住まいの方
【募集人員】 １０人（応募者多数の場合は抽選）
【申込締切】 １１月１３日（金）必着
【材 料 費】 ２,０００円
【申込方法】 はがき、ＦＡＸまたはメールで、①住所・
②氏名（ふりがな）・③年齢・④性別・⑤電話番号・
⑥「クリスマスリース作り講座」と記入の上、申し込ん
でください。
※電話でのお申し込みは出来ません。
【申込み・問合せ先】
〒869-4703 八代市千丁町新牟田1433
八代市教育委員会 生涯学習課
TEL 30-1110
FAX 30-1120
Email：syogai@city.yatsushiro.lg.jp

ごみの収集はありません

確かめて自分がしたこと言ったこと

