
 

 

《太田郷校区団体予定表》 

◆まちづくり太田郷協議会 
・本部役員会  
   1日(火) 9:00～  太田郷コミセン 
・本部事務局会議 
  17日(木) 9:00～  太田郷コミセン 
◆町内会長協議会 
・役員会 
  21日(月)13:30～  太田郷コミセン 
・定例会  

  25日(金)13:30～  太田郷コミセン 
◆民生委員･児童委員協議会 
・例会 
   9日(水)10:00～   
◆老人クラブ 
・例会 
   5日(土) 9:30～ 太田郷コミセン 
◆青少年指導員 
・校区街頭指導 
  17日(木)17:30～  太田郷コミセン 
◆福祉健康部会 
・例会 
  8日(火)11:00～  太田郷コミセン    

◆元気体操教室 
 14日(月)13:00～ 太田郷コミセン 
28日(月)13:00～  

《太田郷小学校》  
4日(金) シェイクアウト訓練 
    火災避難訓練 
6,13,22日 学級レクレーション 
7日(月) 心のアンケート 

個人面談 
11日(金）授業参観、教育講演会、

学級懇談会、  
12日(土) おこさ運動の日 
18日(金) 4年生社会科見学 
22日(火) 妙見祭御夜参加 
25日(金) 3年生社会科見学 
  
 
 

《夕葉保育園》 
4日(金) 避難訓練(地震・火災) 

15日(火)  身体測定 
18日(金)  避難訓練(火災) 
22日(火) 食育 
23日(水)  幼児音体フェスティバル(年長) 

25日(金)  誕生会 
30日(水) 交通指導  
 
 
  
 

《第二中学校》  

2日(水) 人権同和教育講演会 

4日(金) シェイクアウト訓練 

7日(月) 駅伝大会試走  

9日(水）文化祭  

11日(金) 熊本県中体連駅伝大会 

18,21,22,24,28日 三者面談 

20日(日) 総合文化祭 

25日(金) PTA授業参観・懇談会 

28、29日 中間テスト 
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《たから保育園》 
1日(火) 安全点検、SDGｓの日 
2日(水) 交通安全指導 
8日(火)  避難訓練 
11日(金) 園児健康診断 
16日(水) いもほり 
19日(土) 保育参観 
21日(月) 社会見学(年長児) 
25日(金) 誕生会 
 
 
  

《太田郷幼稚園》 
1日(火)  園外保育(草すべり) 
2日(水) シェイクアウト訓練 
     絵本読み聞かせ 
4日(金) スイートポテト作り 
7日(月)  令和5年度入園申込み～11/17 
9日(水) ALTと英語で遊ぼう 
     赤い羽根共同募金～15日 
     あいさつ運動~～11日 

15日(火) みんなで安全点検 
25日(金) 発表会リハーサル 
29日(火)  誕生会 
★11月 未就園児体験入園 

〇11月9日(水)9:30～11:10 
  秋の自然物で遊ぼう 

持参物:水筒、帽子,タオル,着替え等 
★毎週水曜日は園を開放いたします。 
安心して遊べる場、園の雰囲気を感じら
れる場、出会いの場として気軽に遊びに
おいでください 
期日：2日、9日、16日、30日 
時間：9：30～11：30 

問合せ：太田郷幼稚園 32-2361 
※新型コロナウィルス感染症の状況によ   
 り、中止する場合は、本園ホームペー
ジに掲載します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

毎月11日は「人権を確かめあう日｣ 
毎月19日は「食育の日」 

発行：八代市･太田郷コミュニティセンター TEL/FAX 35-0222 
掲載を希望される方は、毎月 20 日までに太田郷コミセンにご連絡下さい。 

掲載を希望さ令和元年度巡回健診のご案内 

れる方は、毎月２0日までに太田郷コミセンにご連絡下さい。 

《生涯学習自主講座クラブ活動予定表》 
クラブ名 曜 活動日 時間 

八代絵画クラブ 月 14・21・28 9:00 

吟友八代扇紅会 月 7・14・21・28 13:30 

スローストレッチ 月 7・14・21・28 19:30 

コーラスクラブ フレンズ 月 7・21 10:00 

グリーンローズ・フラ・スタジオ 火 1・8・15 9:30 

やさしい楽トレ(やさしい筋肉トレーニング) 火    1・8・15・29 13:00 

   〃 木 10・17・24・ 13:00 

かえでダンスクラブ(社交ダンス) 火 1・8・15・22 9:00 

スイートハート  (社交ダンス) 水 2・9・16・30 9:30 

煎茶教室 水 2・16 13:00 

八代フォークダンスクラブ 木 10・17・24 9:00 

フラ・シスターズ・プルメリア 木 10・17・24 19:00 

韓国語クラブ 木 10・17・24 19:30 

ジャギーエクササイズ 木 10・17・24 13:30 

オカリナアンサンブル・奏音 金 5・11・18 9:00 

囲碁金曜会 金 4・11・18 13:00 

スイトピー    (社交ダンス) 金 4・11・18・25 13:30 

ミックス V    (エアロビクス) 金 4・11・18・25 19:30 

バイラール  (ヒップホップダンス) 日 13・20・27 18:30 

八代コカリナ倶楽部 日 27 10:30 

※活動日は変更になる場合があります。     

 

 

  

 

子ども食堂✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 

    な な つ ぼ し

 
   大人：300円  こども：100円（中学生まで） 

    ※テイクアウトお弁当としてお渡しします 

     先着順とさせていただきます 

     ※太田郷校区の子どもさん達と  

          そのご家族の方々が対象です 

     ・日時 2022 年 11 月 20 日（日） 

      午前 11時 30分～午後 1 時 30 分 
     ・場所 太田郷コミュニティセンター  
          八代市井上町 601-1 

 
連絡先：TEL090-7381-7813（楮木） 

◎今後も月 1回（第 3 日曜日）開催予定しています 

☆（一社）熊本県こども食堂ネットワークの正会員としてサポ

ートを受けています 

ボランティアスタッフ募集中！ 

 

 今月のメニューは     （50 食程度） 

ゴロゴロタルタル魚フライです

す                                                     

 

第５回 歩こう会 開催のお知らせ 

  太田郷校区の活性化、地域住民のコミュニティの場づくりの一環として昨年 

好評でした歩こう会(ウォーキング)を今回も計画いたしました。ふるってご参加

ください。 

●開催日時 令和４年１２月４日(日)９時～受付９時３０分出発～１２時３０分帰着予定 

●申込み  １１月１日(火)～１１月２５日(金)まで 

●申込先  太田郷コミュニティセンターまちづくり太田郷協議会事務局 35-0222 

※各町内での回覧板で、詳細をご確認ください。 

        主催 まちづくり太田郷協議会・まちづくり部会 

生 徒 募 集！ 
F みどりクラブ 

～ロコモと認知症予防体操～ 

講 師  藤山 みどりさん 

（介護予防運動スペシャリスト、NPO法人 日本健康運動指導士 熊本県支部理事 他） 

日 時  木曜日 13:30～15:00（原則 4回/月） 

※R4.11 月は１７日、２４日です  

場 所  太田郷コミュニティセンター 

会 費  2,000 円/月 【お問い合わせ】℡ 080-3948-4017 百武 京子 
 

 

《太田郷ひびき保育園》 
1日(火) 芋ほり 
2日(水) 非常訓練(Jアラート訓練) 
2,10,15,24日 まちの先生(バレエ) 
8日(火) 非常訓練(地震火災)  
11日(金) 交通安全指導 
18日(金) 食育の日 
21日(月) 身体計測 
25日(金) 誕生会 
29,30日  絵の展示 
 


