
 

 

《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 
  15日(木) 9:00～  太田郷コミセン 
◆町内会長協議会 
・役員会 
  13日(火)13:30～  太田郷コミセン 
・定例会  

  16日(金)13:30～  太田郷コミセン 
◆民生委員･児童委員協議会 
・例会 
   7日(水)10:00～  太田郷コミセン 
◆老人クラブ 
・例会 
   3日(土) 9:30～ 太田郷コミセン 
◆青少年指導員 
・校区街頭指導 
  15日(木)17:30～  太田郷コミセン 
◆福祉健康部会 
・例会 
  6日(火)10:00～  太田郷コミセン    

◆元気体操教室 
 12日(月)13:00～ 太田郷コミセン 
26日(月)13:00～  

《太田郷小学校》  

1、2日 県・八代学力調査 

4日(日) 学級レクレーション 
5日(月) ６年生振替休日 

〔１０日(土)分〕 
9.10日  修学旅行、  
12日(月) おこさ運動の日 
16日(金) JICA講演会 
19日(月) 食育の日 
23日(金) 終業式 
28日(水) 仕事納め 
  
 
 

《夕葉保育園》 
6日(火) 消防署見学 
9日(金)  誕生会 
13日(火)  避難訓練(火災) 
15日(木) 身体測定 
16日(金)  もちつき 
20日(火) クリスマス会 
22日(木) 食育  
27日(火) 交通指導 
28日(水) 保育納め 
 
  
 

《第二中学校》  

1、2日 三者面談  

5、6日 県・市学力調査 

7日(水) 生徒会役員選挙  

12日(月) 人権を確かめあう日 

13日(火）生徒会専門委員会 

19日(月) 席書会 

20日(火) 校内長距離走・駅伝大会 

23日(金) 終業式、任命式、表彰 

28日(水) 仕事納め 
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“暮らしに役立つ情報満載” 

「２０２３年版市民手帳」を販売します   

数量限定のため、お早めにお求めください。取りおき・予約販売はしておりません。 

 

販売期間 １２月１日（木）～令和５年１月３１日（火）まで 

価   格 1冊 ５５０円(消費税込み、現金販売)  

販売場所 文書統計課（市役所３階） 

各支所地域振興課 

色    紺（ネイビー） 

サ イ ズ 長方形（９.２㎝×１7㎝） 

内   容 ★コンパクトに書ける予定表 

★ミニ知識として便利な統計情報 

★各種届出、各種証明書類の請求方法 

★八代市のイベントカレンダー 

★県内の観光マップや特産品情報 など 

問 合 せ 文書統計課 ☎ ３３－４１７４、各支所地域振興課 

 

《たから保育園》 
1日(木) 安全点検 修了写真撮影 
6日(火) 総合訓練 
7日(水) 交通安全指導 
14日(水) クリスマス会 
     誕生会 
21日(水) クッキング保育 
28日(水) 保育納め 
 
 
 
  

《太田郷幼稚園》 
1日(木) ノーカーデー 
2日(金) 生活発表会 
7日(水) 未就園児体験入園 

 ALTと英語で遊ぼう 
     絵本読み聞かせ 
8日(木) 茶道教室 

13日(火) おこさあいさつ運動～１５日 
     年長児写真撮影 
15日(木) みんなで安全点検 
16日(金) 誕生会・お楽しみ子供会 
20日(火)  もちつき 
22日(木) 給食終了 
23日(金) 終業式 
★12月 未就園児体験入園 
〇12月7日(水)9:30～11:10 

  ミニ生活発表会ごっこ等 
園児が歌や劇、楽器遊びなどを見せ
合います。ご自由に参観ください。 
持参物:お茶など 

★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：7日、14日、21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
ジに掲載いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

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 5・12・19・26 9:00 

吟友八代扇紅会 月 5・12・19 13:30 

スローストレッチ 月 5・12・19・26 19:30 

コーラスクラブ フレンズ 月 5・19 10:00 

グリーンローズ・フラ・スタジオ 火 6・13・20 9:30 

やさしい楽トレ(やさしい筋肉トレーニング) 火    6・13・20 13:00 

   〃 木 1・8・15・22 13:00 

かえでダンスクラブ(社交ダンス) 火 6・13・20 9:00 

スイートハート  (社交ダンス) 水 7・14・21 9:30 

煎茶教室 水 7・21 13:00 

八代フォークダンスクラブ 木 1・8・15 9:00 

フラ・シスターズ・プルメリア 木 8・15・22 19:00 

韓国語クラブ 木 1・8・15 19:30 

ジャギーエクササイズ 木 1・8・15・22 13:30 

オカリナアンサンブル・奏音 金 9・23 9:00 

囲碁金曜会 金 2・9・23 13:00 

スイトピー    (社交ダンス) 金 2・9・16・23 13:30 

ミックス V    (エアロビクス) 金 2・9・16・23 19:30 

バイラール  (ヒップホップダンス) 日 4・18 18:30 

八代コカリナ倶楽部 日 25 10:30 

※活動日は変更になる場合があります。     

 

 

 

《太田郷ひびき保育園》 
1、15日 安全点検日 
10日(土) 生活発表会 
13日(火) 非常訓練(地震・火災)  
14日(水) 交通安全教室。交通安全指導(踏切)  
15日(木) まちの先生(バレエ) 
19日(月) 食育の日・身体計測 
22日(木) クリスマス誕生会 
27、28日 絵の展示 
28日(水) 交通安全指導 
 

消費者トラブル情報 
「簡単に稼げて高収入」などと勧誘する 

副業サイトや情報商材に注意！！ 
 SNS やインターネットの広告を通じて、「簡単に稼げる」、「副業で

高収入」、「初期費用は稼いで取り戻せる」などと勧誘され、副業や情

報商材についての高額な契約をしたが、全くもうからなかったとの相談

が急増しています。 

消費者の皆様へアドバイス 

・「簡単に稼げる」、「気軽にできる」と強調する広告や SNSの情報

を安易に信じてはいけません。うまい話をうのみにしないようにし

ましょう。 

・副業を始めるに当たり、登録料や利用料等を請求するものには注意

しましょう。 

・「お金がない」と断っても、クレジットカードでの高額決済や消費

者金融からの借金を勧められて契約させられるケースが増えていま

す。借金を勧めるような副業の勧誘は断りましょう。 

※お困りのことがございましたら悩まずに八代市消費生活センターにご

相談ください。 

【相談日時】 平日…午前９時～午後５時  

※木曜日は午前９時～午後 7 時 

 【場  所】 八代市消費生活センター（八代市役所２階） 

 【電  話】 ０９６５－３３－４１６２（直通）  

※電話相談も可能 

マイナンバーカード出張申請受付のお知らせ 
               
対 象：八代市に住民登録があり、初めてマイナンバーカードを申請される方 

場 所:：太田郷コミュニティセンター 

日 時:：令和４年１２月９日(金) 9：００～16：0０ 

持参物 : 本人確認の書類を下記の組み合わせで持参してください。 

    A=運転免許証(平成 24 年 4 月以降のもの)、顔写真のある住民基本台 

帳カード、パスポートなど 

    B=健康保険証、介護保険証、年金手帳、公的年金証書、社員証、学生 

証、医療受給者証、診察券(氏名、生年月日が記載されているもの) 

 ●「通知カード」または「個人番号通知書」をお持ちの方 

       A1 点または B2 点＋通知カードまたは個人番号通知書 

  ●「通知カード」及び「個人番号通知書」をどちらもお持ちでない方 

     A2点(またはA1点＋B1点)＋申請書 ID付きの個人番号カード交付

申請書       ※写真撮影も当日無料でできます。 

♦住民基本台帳カードをお持ちのかたは、マイナンバーカード交付にあたっ

て返納をお願いしておりますのでお持ちください。 

（新型コロナ感染症の状況によっては、中止もあります。） 

問合せ：八代市役所 市民課  TEL 33-4110 

        マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 

 

子ども食堂 ななつぼし 

・日時:令和 4 年１２月１８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 

  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いたします。 

 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。 

今月のメニュ—は 

トマトたっぷりハヤシで
す！（５０食程度）先着馴 


