
        
 

 

 

 

 

 

日 曜 
保育園・幼稚園 

小学校・中学校 

住自協・体協・婦人会 

町内長会・その他 

１６ 水 

（白梅保）体育教室 
（キュ保）芋掘り体験教室 
（幼）カンガルークラブ例会 13:00 
（中）運営委員会、生徒会立候補受付開始 

資源の日(7:00～8:30) 
（千反１）みんなで体操 10:00 

‘（古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 

（古城 2）いきいきサロングラウンドゴルフ 9:00 

１７ 木 

（キュ保）体操教室 
（幼）まり遊び 10:00 
（小、中）三中校区ノーメヂィアウィーク～23 日 
(小)4 年社会科見学（通潤橋他） 

（中）教育相談③④ 

（東西）いきいきサロン 10:00 

（古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

（中北）いきいきサロン 一泊旅行 

１８ 金 

（やす保）内科健診・英語教室 
（キュ保）消防署見学/お弁当の日 
（幼）笠鉾見学・でんでん館見学 
（小）3 年社会科見学（市内）研修部会 
（中）教育相談⑤、3 年三者面談②① 
※食育の日 

（中北）いきいきサロン 一泊旅行 
（迎下 1）いきいきサロン 10:00 
（スマイルひろば）10:00 

１９ 土   

２０ 日 
 校区グラウンドゴルフ大会 

（中北）いきいきサロン 11:３0（ビンゴゲーム） 

２１ 月 （中）教育相談⑥、3 年生三者面談③  

２２ 火 

（やす保）社会見学 
（キュ保）お誕生会 
（幼）うたのひろば（町の先生）10:00 
（中）教育相談⑦、3 年生三者面談④、校内研修 

（千反１）いきいきサロン 

（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 
（古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

２３ 水 勤労感謝の日 （古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 

２４ 木 
（中）後期中間テスト 
 
  

（健康づくり連絡会）麦島コミセン 9:30 集合 

          麦島健康づくりウォーキングと勉強会 
（古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

校区街頭指導 19:30 

２５ 金 
（幼）発表会リハーサル 

（中）後期中間テスト、専門委員会、3 年生三者面談⑤ 

学校体育施設貸出日 
（迎下 1）元気体操 10:00 

２６ 土   

２７ 日  （中北）いきいきサロン(五､七､五あそび) 

２８ 月 
（小）クラブ活動 

（中）校内研修（大研）および八代中体研 
 

２９ 火 
（やす保）発表会総練習 
（幼）開園の日（園庭開放） 
（中）3 年生三者面談、生徒指導部会、選挙運動開始 

（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 
（古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

３０ 水 

（白梅保）誕生会 
（幼）うたのひろば（町の先生）10：00 
（中）3 年生三者面談⑦ 

（千反１）みんなで体操 10:00 

（千反２）いきいきサロンと 

   すみれ会との合同旅行 9:00 

（古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 

※日程・内容等が変更になる場合がありますので、適宜ご確認ください。 

※紙面の都合上掲載していないお知らせもございますが、ご了承願います。 

※掲載をご希望の方は、毎月２０日までに麦島コミュニティセンター備え付けの記載申込書にご記入の上、事務局へ

提出してください。（TEL ３５-３８２２） 

 

 

 

日 曜 
保育園・幼稚園 

小学校・中学校 

住自協・体協・婦人会 

町内長会・その他 

１ 火 

（白梅保）安全点検・交通安全指導 
（キュ保）安全の日 
（幼）みんなで安全点検、開園の日（園庭開放） 

（小）修学旅行 6 年 

（中）いじめ・不登校対策委員会 

※不祥事根絶を考える日 

コミュニティセンター施設貸出日 
（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 

（古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

 

２ 水 

（やす保）交通安全教室 
（白梅保）体育教室 
（幼）うたのひろば（町の先生）10:00 

津波防災の日（シェイクアウト訓練） 
（小）修学旅行 6 年 

資源の日(7:00～8:30) 
（婦人会）役員会 9:00 

日赤講習会 10:00 
（千反１）みんなで体操 10:00 
（古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 

３ 木 文化の日 （古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

４ 金 
（やす保）英語教室 
（中）荒木 SC 来校 

（迎下 1）元気体操 10:00 

（東西）遊びの集い 10:00 

（古城 2）いきいきサロン 9:30 バスハイク 

５ 土  （白梅保）秋の遠足  

６ 日 家庭の日  

７ 月 

（幼）人形劇観劇「白雪姫と七人のこびとたち」 
     （植柳幼稚園交流活動） 

開園の日（麦っこ広場） 
R5 年度新入園児入園申込み～17 日まで 

（小）オープンスクール(2,3 時間目) 

（中）ローテーション道徳 

（福祉協議会）役員会 10:00 

８ 火  

（やす保）お誕生会 
(白梅保) 琴の教室 

（キュ保）茶道教室 
（幼）開園の日（麦っこ広場）焼き芋大会 
（中）文化発表会リハーサル 

（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 
（古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

 

９ 水 

（やす保）いもほり 
（白梅保）体育教室 
（キュ保）避難訓練 
（幼）えいごで遊ぼう（ALT） 
（中）文化発表会 合唱コンクール 

（民児協）定例会 13:30 
（千反１）みんなで体操 10:00 
（住民自治協議会）五役会 10:00 
（古城 1）いきいきサロン 13:30 軽体操等 
（古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 

１０ 木 
（やす保）幼年消防クラブ防火パレード 
（小）オープンスクール(2,3 時間目) 

（中）荒木 SC 来校 
（古城３）いきいきサロン 10:00 

１１ 金 

（やす保）身体測定（未満児）、英語教室 
（白梅保）社会見学（年長児） 
（幼）あいさつ運動 
※人権を確かめあう日 

 
 八代市いきいきサロン大会 

１２ 土    

１３ 日  （中北）いきいきサロン ビンゴゲーム 
１４ 月 

（白梅保）消火・避難訓練 
（中）教育相談①  

１５ 火 

（やす保）身体測定（以上児） 

（白梅保）七五三お祝い会、内科健診 

（幼）オータムコンサート（ムジカブレーメン） 

    開園の日（麦っこ広場）、安全点検 

（中）教育相談②、運営委員会、生徒会立候補者受付開始 

     3 年判定会 

（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 

（住民自治協議会）役員会・町内長会 13:30 
（古城３）グラウンドゴルフ 9:00 

発行：麦島住民自治協議会 
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麦島神社秋季例大祭 健診受診や健康に関する講座に参加して 

ポイントをためて素敵な賞品を当てちゃおう！ 

健康づくり応援ポイント事業参加者募集！ 

 

 
健診（職場健診・人間ドック等も対象）をはじめ、日ごろの健康運動等の健康

づくりへの積極的な取り組みにポイントが付与され、５００ポイント以上貯めると賞

品が当たる抽選に応募することができます。 

【参加対象者】 

  八代市在住または勤務の１８歳以上の人（学生を除く） 

 

【参加方法】 

①まず、健康づくり応援ポイント台紙をもらう（※市ホームページからもダウンロードで

きます） 

《ポイント台紙配布場所》 

A：八代市保健センター、鏡保健センター、健康推進課（市役所２階） 

B：各健康福祉地域事務所（支所内） 

C：各コミュニティセンター 

 

②健康づくりに取り組んで 500 ポイント以上、ポイントをためる 

《ポイント獲得期間》 令和 4 年２月～令和 5 年 1 月末 

《ポイント対象となる取り組み》 

・特定健診・職場健診、各種がん検診 

・生活習慣病予防講演会など健康づくり関連事業に参加 

・その他、個人で取り組んだもの（ウォーキングや健康講座への参加など） 

 ＊市の医療機関健診や職場健診、人間ドックなどを受診した場合は、健診結果や

領収証など健診項目がわかるものを上記 A または B にご持参いただくと、ポイン

トスタンプを押します。   

③500 ポイント以上たまった台紙に必要事項を記入し、上記 A または B に提出す

る。 

《提出期間》令和 5 年 1 月～令和 5 年 2 月末まで 

《提出場所》 上記 A または B 

所定の期間に所定の場所に台紙を提出された方には参加賞を差し上げます。 

【抽選の賞品】 

・500 ポイント以上で ペア温泉券、やつしろがめさん WAON カード 

・1000 ポイント以上で ペアお食事つき温泉券、八代ごろよか商品券 1 万円相当 

【問合せ先】 

八代市役所 健康推進課 成人健診係（八代市保健センター） 

TEL３２－７２００ 

 

 

麦っ子広場（未就園児体験入園） 
☆0 歳児から 5 歳児までの未就園のお子様と 

保護者の方を対象に体験入園と子育て 

支援を行っています。 

 

    ★園開放日・・・9:30～11:30 

    11 月は、1 日、7 日、8 日 15 日、22 日、29 日です 

  

令和５年度新入園児入園申込 
期  間：11/7 日（月）～11/17（木） 

時  間：8:30～17:15 

対  象：3 歳児  Ｈ31.4.2 生～R2.4.1 生 

4 歳児  Ｈ30.4.2 生～Ｈ31.4.1 生 

5 歳児  H29.4.2 生～Ｈ30.4.1 生 

令和 5 年度より 

 満 3 歳児入園始まります。 

 ※誕生日より入園となります。 

 ※今回の入園募集で事前に申し込むことが出来ます 

  R2.4.2～R3.4.1 生 
 
お問い合わせ・受付 麦島幼稚園 32-3937 

善行者表彰 
令和４年度環境美化推進善行者として、千反町２ 

丁目の森川 正勝さんが表彰されました。 

森川さんは、町内資源回収指導員であり、 

環境美化、集積所の清掃に努めていて、町内 

で実践普及の指導委員長として活躍され、 

不法投棄の防止に積極的に取り組みを行っておられます。 
 
 

六校区市政協力員親善 
グラウンドゴルフ大会  

１０月6日（木）に六校区（麦島、植柳、高田、金剛、日奈久、 

二見）市政協力員親善グラウンドゴルフ大会が日奈久シー・湯・遊 

で行われました。麦島校区は、初めての方もおられましたが、日頃の 

練習の成果を充分に発揮することが出来ました。 

 

＜結果は以下の通り＞ 

団体の部 ３位  麦島Ｂ 

 

ホールインワン賞  橋崎 正嗣さん（植柳新町長内長） 

              長濱 勇次さん（古城第 3 町内長） 

 

 

10 月 16 日（日）

9 時より、麦島神宮

にて秋の例大祭が行

われました。参列者

は町内会長他 15 名

祝詞をあげるのは白

石宮司です。 

今年もコロナウィルス感

染拡大防止の為、神事のみ

となりました           

今後の早いコロナの終息

と、麦島の発展も併せて祈

念されました。 

 

麦島住民自治協議会の紹介 
麦島住民自治協議会は、「歴史と住民力を活かし、

豊かな心と快適な生活を実現する街づくり」をスローガンに

設立して１１年目を迎えました。今後も皆様とともに、活

気ある街づくりを目指して頑張りますので、ご協力をよろし

くお願いします。 

麦島住民自治協議会 
 

八代市ホームページ 

健康づくり応援ポイントサイト 
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