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◎八代市立第一中学校吹奏楽部 定期演奏会 
3月18日㈰午後1時開場 1時30分開演　
場所：厚生会館　入場無料　
問合せ：八代市立第一中学校☎32-7103

◎やつしろウォーキング協会 会員募集
健康づくりや九州国際スリーデーマーチに参加。
対象：高校生以上　年会費：2,000 円　
その他：例会月 1 回　申込・問合せ：やつ
しろウォーキング協会事務局☎53-9200

◎平成24年  龍峰山 山開き 
登山者の安全と愛好者が増えることを祈願します。
3月4日㈰ 午前9時集合 9時30分開式（雨
天決行）  場所：龍峰山 五合目広場　参加
無料　その他：どなたでも参加可。申込不
要。先着100人に山開き饅頭を進呈。　
問合せ：山族（八代山の会）☎38-1300

◎八代市立第四中学校吹奏楽部 定期演奏会 
3月18日㈰ 午後1時開場、1時30分開演
場所：やつしろハーモニーホール 入場無料
問合せ：八代市立第四中学校☎32-3255

◎古布の世界展 
3月6日㈫～27日㈫ 午前10時～午後4時
場所：ほんまちギャラリー　内容：ちりめ
んの押絵と古布で作ったつり雛、かすりの
バッグや小物、動物（犬張子）、花てまりな
ど　入場無料　その他：即売あり
問合せ：中島☎090-9076-3211

◎八代市立鏡中学校吹奏楽部 定期演奏会 
3月20日（火・祝）午後1時開場 1時30分
開演　場所：鏡文化センター　入場無料　
問合せ：八代市立鏡中学校☎52-0107

◎ゴスペルレッスン＆ライブ 
3月～7月　第1･3土曜日（多少変動あり）
午後7時半～9時半　場所：代陽公民館　
参加費：月 1,500 円　その他：練習した
曲を 7 月 8 日㈰にライブで発表　
申込・問合せ：柏田☎090-9494-7169

◎ダンススポーツ（社交ダンス）会員募集 
【初心者コース】　毎週水曜日 午後1時30
分～ 3時　場所：太田郷公民館　定員：15
人　会費：月 2,000 円　

【中級者コース】 　毎週土曜日 午後1時30
分～3時　場所：八千把公民館　定員：10人
会費：月2,000円
指導者：日本ダンススポーツ連盟公認指導員
申込・問合せ：中村☎34-5217

◎社交ダンス講座 
毎週火曜日　午後7時～9時　場所：勤労
福祉会館（西松江城町10-28）　講師：甲
斐幸雄氏　会費：4,000 円　初心者大歓迎
申込・問合せ：中村☎090-4996-9828

◎八代警察署鍛誠館 少年柔道部員募集
毎週月・水・金曜 午後6時30分～8時　場
所：八代警察署 3 階道場　対象：小学生（男
女不問）　会費：保護者会費として月 2,000
円（兄弟 2 人は 3,000 円）  その他：警察官、
警察官 OB、外部指導員による指導。見学可
能。　問合せ：八代警察署生活安全課☎33-
0110（内線 273）

◎“荒瀬で遊ぼう”河童レースを楽しもう
3月31日㈯、4月1日㈰ 　場所：道の駅坂
本よこの河原周辺　内容：日本初のダム撤
去を記念して、講演会や河童レースなどの
川遊び、前夜祭を開催。　参加費：講演
会 500 円、河童レース 500 円　その他：
河童レース参加券入手先など、イベント
詳細は HP をご覧いただくかお問い合わ
せください。　申込・問合せ：溝口☎090-
9499-1241 I https://sites.google.com/site/
arasedam/

◎健康保険 八代総合病院 市民公開講座 
3 月 14 日㈬ 午後6時～7時（受付午後5
時30分～）　場所：八代総合病院健康管理
センター 4 階講義室　演題：増加する大
腸癌～現状と治療最前線～　講師：池嶋 
聡 外科医長　入場無料　申込不要　
問合せ：八代総合病院 庶務課☎32-7111

◎菜の花ウォークラリー inやつしろ
3月18日㈰ 午前9時受付 10時スタート
集合場所：鏡町の農事研修センター（旧農
村改善センター）　内容：ウォーキング

（5km）、ウォークラリー（5km）　参加費：
一般 1,500 円、小学生（10 歳以下）500
円　その他：お楽しみ大抽選会あり。要事
前申込。　申込・問合せ：3月12日㈪まで
にやつしろ菜の花ファーム 987 事務局（沖
田）☎090-3016-0416

◎八代演奏家協会 定期演奏会 
～ 3.11 被災地復興支援コンサート～
3月11日㈰ 午後6時開場 6時30分開演　
場所：やつしろハーモニーホール　内容：
声楽、サクソフォーン・フルート演奏、八代
少年少女合唱団の賛助出演、音楽とお話で
綴る「動物の謝肉祭」など。  入場料：一般
1,500 円、学生 1,000 円、幼児 500 円（当
日はすべて 500 円増）　
問合せ：満田☎090-9726-6532

◎市内史跡めぐり 
3月10日㈯ 午後1時～4時30分  集合場
所：妙見宮前　内容：御霊神社、正法寺跡
など西部宮地地区の史跡文化財見学　参加
無料　その他：受付は当日行います　　
問合せ：八代史談会（蓑田）☎34-0691

◎園児のための無料英会話 
4月12日㈭から毎週火・木曜日 午後5時～
5時30分、5時40分～6時10分  場所：熊
本国際大学校（日置町）　内容：英語の歌、
踊り、世界児童文学、日本昔話など。　定
員：各クラス 15 人（先着順）　
申込・問合せ：熊本国際大学校 園児英会話
担当係☎35-5430

◎八代白百合学園高等学校スプリングコンサート 
3月17日㈯ 午後5時30分開場、6時開演
場所：パトリア千丁　入場料：500 円（小
学生以上）　問合せ：八代白百合学園高等
学校 ☎32-2354

◎第3回　彦市フェスタ 
3月4日㈰　場所：やつしろハーモニーホール
◆ウォークラリーの部
彦一とんち話ゆかりの地をめぐります。
9時30分受付（小雨決行）　所要時間：90
分　参加費：小学生以上 500 円、小学生
未満 200 円（保険料含む）　応募方法：「氏
名、性別、年齢、住所、電話番号」を電話・
FAX・メールなどで下記までご連絡くだ
さい。
◆ステージイベントの部　
彦一とんち話のミュージカル、歌、合奏、
寸劇など。　午後 0:30 開場　入場無料
申込・問合せ：NPO 法人ネット八代（岡田・
堀）☎39-7555 D 39-7556、 G net_yatsushiro@
wit.ocn.ne.jp

◎第７回 健康セミナー ～うつの予防と対策～ 
3月18日㈰午後1時30分～4時30分　 場
所：やつしろハーモニーホール　内容：う
つに対処する認知行動療法の話　費用：
1,500 円（呼吸法 CD 代込）
申込み：清原☎62-3355

◎八代市郡薬剤師会 市民公開講座 
いざという時のおくすり講座
3月3日㈯ 午後1時開場 1時30分開演
場所：やつしろハーモニーホール　演題：
備えあれば憂いなしー東日本大震災を経験
してー　講師：武政文彦 氏（岩手県花巻市
東和薬局）　その他：午後0時30分頃、く
まモン来場予定。先着100 人に、くまモン
お薬手帳を無料配布。入場無料　申込不要
問合せ：エビス薬局☎39-8102

◎中国語初級講座 受講者募集
3月～11月　毎週土曜日 午後7時～9時　
場所：八代公民館　対象：高校生以上　定
員：25 人　内容：中国語の発音、初級の
日常会話　講師：丸吉東鳴氏　会費：月
2,000 円　その他：使用テキスト各自購
入（白帝社出版「話しチャイナ」）
問合せ：松本☎080-3955-9487

◎ハワイアンフラ教室生募集 
フラガール目指して楽しく一緒に踊りませんか。
毎週月～金曜日　時間帯、場所など詳しく
はお問い合わせください。　無料体験あり。
申込・問合せ：八代ピカケスタジオ（芳崎）
☎34-0176

◎不登校で悩んでいる人へ
思春期の子どもと向き合うおとなたちの会

「ひなたぼっこの会」3 月例会を開催します。
3月3日㈯ 午後2時～4時30分　場所：八
代教育会館　内容：参加者によるグルー
プカウンセリング、情報交換会　参加費：
200 円　その他：例会は、奇数月の第 1
土曜日開催　問合せ：ひなたぼっこの会事
務局（清田）☎090-7383-0183

◎志成館高等学院八代校 前期（4月）入学生募集
日本航空高等学校【通信制課程】の卒業資格
を得るためのサポートを行います。（授業、
レポート指導、カウンセリングなど）
※随時、学校説明会を実施。高校単位保持
者の転・編入も可能。高卒認定試験（旧大検）
の受験指導も実施。　問合せ：志成館高等
学院八代校☎0120-08-3730

◎八代ラグビーフェスティバル 
3月20日（火・祝）午前9時開会　場所：八
代市球技場　内容：タグ・ラグビー、招待
試合（高校八代選抜対熊本高校）、惑チーム

（40 歳以上）交流戦　問合せ：八千把小学
校（豊暉原 とよきはら）☎33-0917

◎八代火曜日会例会 
3月13日㈫ 午後7時～9時　場所：八代ホ
ワイトパレス　演題：「水害から守る防災
対策について」「日本三大急流の一つ球磨
川の現状について」　講師：的場孝文氏（国
土交通省八代河川国道事務所 調査第一課長）　 入
場無料　申込不要　問合せ：今村☎090-
4341-4289

伝 言 板
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