
    
 

 

 

 

 

日 曜 
保育園・幼稚園 

小学校・中学校 

住自協・体協・婦人会 

老人会・町内長会・その他 

１６ 金 

（やす保）英語教室 

（キュ保）もちつき/お弁当の日 

（幼）もちつき 

（小）教育相談③ 

 

（迎下１）元気体操 10:00 

１７ 土 

（やす保）もちつき 

 

 

 

（千反２）いきいきサロン 

忘年会 10:00（レクリェーション、弁当あり） 

 

１８ 日   

１９ 月 
（小）教育相談④ 

※食育の日 
 

２０ 火 
（白梅保）もちつき 

（幼）園開放、お楽しみ子ども会 

（中）人権集会（6 時間目） 

（古城 3）グラウンドゴルフ 9:00 

（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 

（中北）いきいきサロン 11:00 忘年会 

２１ 水 

（白梅保）体育教室 
（幼）郵便局に行く（年賀状） 
（小）町内児童会③、校内研修⑮ 
（中）長距離走・駅伝大会予備日 

 

資源の日(7:00～8:30) 
（古城 2）いきいきサロン 9:00 グラウンドゴルフ 
（古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 
（千反１）みんなで体操 10:00 

２２ 木 
（幼）大掃除、給食終わり 

（小）芸術鑑賞会 

（中）校内席書会（５．6 時間目）、荒木 sc 来校 

（古城 3）グラウンドゴルフ 9:00 

 

２３ 金 

（白梅保）クリスマス会・誕生会 

（やす保）クリスマス会 

（キュ保）お誕生会/クリスマス会 

（幼・小・中）終業式 

（小）大掃除、不祥事防止研修２ 

（中）長距離走・駅伝大会 

（迎下１）元気体操 10:00 

２４ 土 
 

 
 

２５ 日   

２６ 月 （幼・小・中）冬季休業日 12/26～1/6 学校体育施設貸出日 

２７ 火  
（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 

 

２８ 水 
（やす保）大掃除 

 
（古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 

（千反１）みんなで体操 10:00 

２９ 木  
麦島コミセン冬季休業日～1/3 まで   

（古城 3）グラウンドゴルフ 9:00 

３０ 金   

３１ 土   

※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 

老人会・町内長会・その他 

１ 木 

（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、発表会リハーサル 
（小）県学力・学習状況調査 
（中）3 年三者面談⑧ 荒木 sc 来校 
    県及び市学力・学習状況調査① 
※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 

（古城 3）グラウンドゴルフ 9:00 

 

２ 金 

（小）県学力・学習状況調査 
（中）県及び市学力・学習状況調査② 
    授業参観・学年学級懇談会 
    学校地域教育協議会（4 時間目） 

（迎下１）元気体操 10:00 

３ 土 
（やす保）発表会 
（キュ保）お遊戯会 
（幼）人権子ども集会（動画での参加） 

（東西）遊びの集い 10:00 

４ 日 
 
 ※家庭の日 （中北）いきいきサロン 11:00 五七五あそび 

５ 月 
（小）委員会⑧、生徒指導部会⑦ 
（中）心のアンケート（6 時間目） 

（福祉会）役員会 10:00 

６ 火 
（小）教科等部会道徳部会研教授業 5 の 2(5 時間目) 

（中）立会演説会・選挙 
     いじめ・不登校対策委員会 

（古城 3）グラウンドゴルフ 9:00 

（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 

７ 水 

（白梅保）体育教室 
（やす保）交通安全教室 
（キュ保）避難訓練（消火訓練） 
（幼）生活発表会 
 
 

資源の日(7:00～8:30) 
（婦人会）役員会 10:00 （福祉会）役員会 10:00 

（民児協）定例会 13:00 

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

８ 木 
（やす保）お誕生日会 
（中）荒木 sc 来校 

（五役会）10:00 

（古城 3）いきいきサロン 10:00 

９ 金 

（白梅保）消火・避難訓練 
（やす保）英語教室 
（小）児童集会、授業参観、学級懇談会、 
（中）生徒集会           家庭教育学級 

（古城 2）いきいきサロン 10:00 クリスマス会・忘年会 

（迎下 1）いきいきサロン 10:00 

１０ 土 （幼）学びフェスタ  

１１ 日 （幼）人権を確かめ合う日 （古城 3）町内一斉清掃 8:00 

１２ 月 
（幼）あいさつ運動 
（小）クラブ⑦、不登校対策委員会⑦ 
（小・中）人権を確かめ合う日 

 

 

１３ 火 

（白梅保）琴の教室 

（キュ保）茶道教室 

（幼）園開放 （小）教育相談① 

（中）運営委員会・避難訓練 

（古城 3）グラウンドゴルフ 9:00 

（八水会）グラウンドゴルフ例会 9:00 

１４ 水 

（白梅保）体育教室 

（やす保）身体測定〈未満児〉 

（幼）誕生会、クラス懇談会 

（小）校内研修⑭ 

（古城 2 元気会）グラウンドゴルフ 9:00 

（千反 1）みんなで体操 10:00 
（古城 1）いきいきサロン 11:30 X マス会、1 年間の反省等 

１５ 木 

（やす保）身体測定（以上児） 

（キュ保）体操教室 

（幼）安全点検、避難訓練（火災・通報訓練） 

（小）教育相談② 

（校区街頭指導）19:30 

（古城 3）グラウンドゴルフ 9:00 

（東西）いきいきサロン 10:00  

（スマイル広場）10:00  

（八水会）第 5 回例会 10:00 

（住民自治協議会）役員会 13:30 

発行：麦島住民自治協議会 

https://www.irasutoya.com/2020/04/blog-post_88.html
https://3.bp.blogspot.com/-GCKpHvUQ5K0/UYzZa6ZVyhI/AAAAAAAAR5o/K4XeD3K1ia4/s800/joyanokane.png
https://www.irasutoya.com/2020/04/blog-post_88.html


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

【交通安全、防犯のお知らせ】 

 最近、麦島では通勤、通学に加えまして市内商 

店街への自転車で買い物に出かける方が多くなりま 

した。特に小学生が真新しい自転車に乗っている姿 

も見かけます。 次の安全な乗り方について家庭で 

話し合ってみましょう。 

自分の命・家族の命、そして生活を守るために 

一時停止を守りましょう。 

一時停止箇所の標識 

車・自転車は道路交通法による一時停止箇所を当然まもる 

 その他 ○周辺道路から幹線道路への出口 

      ○周辺道路から歩道への出口 

      ○見通しの悪い交差点 

      ○路地から道路への出口 

      ○自宅から歩道・道路への出口 

 

【校区グラウンドゴルフ大会】 
麦島体協主催のグラウンドゴルフ大会が 

11 月 20 日（日）に麦島小学校グラウンドで開催 

されました。晴天の中、12 町内約 90 人の参加が 

あり、大変盛り上がりました。 

結果は以下の通りです。 

   

 

【いきいきサロン大会】 
市・社会福祉協議会が主催する「いきいきサロン 

大会」が 11 月 11 日（金）桜十字ホールで行 

われました。今年は、麦島校区がオープニング 

セレモニーを担当し、いきいきサロンの歌と 

いきいきサロン音頭を熱唱し、大会を盛り上げ 

ました。  全町内より選出された 4５名の皆さま 

 

 

「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 

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 

 

【麦っ子広場】 
（未就園児体験入園） 

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：１２月 13 日、20 日 

  ※12 月 6 日は、発表会前日のため、 

   園開放は致しません。 

時間：9:30～11:00 

問合せ：麦島幼稚園 32-3937 

 

【団体】 
【個人】 

濃煙体験訓練 救急救命訓練 

応急手当訓練 閉会 

避難訓練 交通整理 

【市政協力員グラウンドゴルフ大会】 

市政協力員のグラウンドゴルフ大会が 

10 月 27 日（木）に日奈久シー・湯・遊で開催さ 

れました。くもり空の中、16 校区 151 人の参加 

があり、麦島Ａチームが 10 年ぶりの優勝、個人戦 

も古城３の長濱さんが優勝されました。 

おめでとうございます。 

 

麦島Ａチーム 優勝（加藤・寺本・本村・長濱・松本） 

個人の部   優勝  長濱 勇次 

ニアピン賞  4 位  橋崎 正嗣 

ホールインワン賞   長濱 勇次  松本 利治 

尚、優勝旗・賞状は 麦島コミセン玄関に 

展示しています 

【体協からのお知らせ】 
12 月に予定しておりましたウォーキング大会は、 

コロナ感染防止の為、中止となりました。 

楽しみにされていた方には 

大変申し分けありません。 

  

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 

 

【清掃センター跡地について】 
清掃センターの解体は令和５年度から令和６年度の 

2 か年で行う予定です。 

現在、市は解体設計・計画業務において国際航業株式会社 

 熊本営業所（住所：熊本市中央区花畑町 12 番 1 号） 

と契約を締結し、解体工事に向けて準備を行っています。 

 

千反２ 

植柳新 古城２ 

瀬上伝助さん 
（千反 2） 

 

 
石田和喜さん 
（八の字） 

本田久幸さん 
（植柳新） 
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