
 

 

ふれあい広場 

 いろいろな出店を計画中です！！ 

 ガラポン抽選もあります。 

 ぜひご来場ください。 

 おまちしております 

※新型コロナウイルス感染防止の観点により、

密を避けるためステージの部はありません。 

※新型コロナウイルスの感染状況により中止と

なる場合もあります。ご了承ください。 

日 曜 保育園(河俣・太陽) 東陽小学校 東陽中学校 日 曜 保育園(河俣・太陽) 東陽小学校 東陽中学校 

1 木 
不祥事根絶を考える日 

17 土    

2 金  
熊本県学力調査 

わるつ来校 
18 日    

3 土    19 月 
食育の日 

持久走大会予備日 
書き初め大会 

4 日    20 火  校区内持久走大会 

5 月  委員会活動 
三者面談(３年)～９日 

) 
21 水  (  

全校読書 

※持久走大会予備日 

6 火   22 木 
[河俣]非常訓練(火災) 

[太陽]お茶教室 

校区ゴミ拾い  
フッ化物洗口 
５時間授業 

専門委員会 
薬物乱用防止教室 
小中合同ボランティア 

7 水 校内研修  23 金 
[河俣]誕生会＆ 

    クリスマス会 

大掃除/終業式 

職員会議 

生徒会本部役員任命式 

終業式 

8 木  朝の読み聞かせ 生徒集会 24 土    

9 金 [太陽]誕生会   25 日    

10 土 [河俣]生活発表会   26 月  冬季休業日(～1/9)  冬季休業日(～1/9) 

11 日   27 火    

12 月  球技大会(５年生)  28 水 [河俣]交通安全指導 仕事納め 仕事納め 

13 火  29 木 [太陽]年末休暇   

14 水  
い) ２年振替休業日 

30 金 [太陽]年末休暇   

15 木  
フッ化物洗口 

JICA講演会 
 31 土 [太陽]年末休暇   

16 金 [太陽]硬筆教室 
持久走大会 

ともだち号 
生徒会役員選挙 ※これはあくまで予定ですので、変更される場合もあります。 

東陽町文化の祭典 

 

東陽コミセンだより１２月号 

笑顔をチカラに 地域に活力！ 

東陽町文化の祭典 

★★ケーブルテレビにて近日放送★★ 

１２月５日(月)放送開始予定 

 今年度の「東陽町文化の祭典」は、昨年同

様、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

により、ステージ部門はケーブルテレビで撮

影を行い後日放送。展示部門は１１月２６日

(土)～２７日(日)の２日間、東陽地域福祉保健

センター(みどり)にて開催されました。 

 その様子が近日中に、ケーブルテレビにて

放送予定です。 

 ステージ部門では、保育園児による和太鼓

演奏やダンス、小中学生による伝統芸能な

ど、そして文化の祭典ではお馴染みのTMP

コール、日舞、石匠太鼓振興団など様々な演

目が披露されます。 

 

発行日：令和４年１2月１日 

お問合せ：八代市市民活動政策課 

     東陽コミュニティセンター 

     （TEL ６５－２２１０） 



●食品が少量の場合や、根菜類など水分が少なめの食
品では、急速に加熱が進み、煙が出たり発火したりす
ることがあります。手動で加熱時間を控えめに設定
し、その場を離れず様子を見ながら加熱しましょう。  
●容器に入れて加熱する際は、電子レンジ対応の容器
であるかを確かめて 使用することが大切です。  
●レトルト食品や冷凍食品は、アルミ包装など電子レ
ンジに対応していない包装の場合もあります。使用の
際は電子レンジ対応包装であるかなど、表示を必ず確
認してください。  
●食品カスや汚れは、発煙・発火の原因になります。
こまめに掃除しましょう。  
●発煙・発火した際は、すぐに動作を停止させ、電源
プラグを抜き、扉を開けずに収まるのを待ちましょ
う。  

QRコードを読み取ると 

コミセンだよりがカラーで 

ご覧になれます！ 

お試しください！ 

 

※コミセンだよりへ掲載希望の方は、

毎月20日までに東陽コミュニティセ

ンターへ原稿をご持参ください。 

農作業事故発生情報について 

 

 水田の電柵を見回り中に濡れた畔から足を滑

らせ、８ｍ下の川まで滑落し左足首を骨折。

(水俣市、８０代男性) 

 

 作業中の転倒・転落事故で2019年には全国

で１１人がなくなっています。普段から見慣れ

た場所での発生が多いのも特徴です。 

 法面では、降雨後や朝露の時間以外にも、除

草作業直後にも多発しているため、装着式のス

パイクを靴に取り付けるなどの安全対策を行

い、十分に注意して見回り等を行いましょう。 
  

安全対策のポイント 

①作業場所の安全の確認 

②安全装具の使用など 

  普段以上の注意 

③日常的に点検し事故の芽 

   をつむ工夫 

 まなびフェスタやつしろは、市内の様々な学びの機会や活動を紹介し、成果発表

の場を設けることで、生涯学習への意欲を高め、世代間-地域間交流を通じて、よ

り良い人づくり、まちづくりへと繋げることを目的として毎年開催しています。 

 河合敦（歴史作家・歴史研究家）さんの講演会、自主講座クラブによるステージ

発表や作品展示、学生・高校生による体験活動、プラネタリウム体験、まなびマル

シェ（食バザー）など、小さなお子さまから大人まで楽しめるイベントです。 

 皆さん、お気軽にお越しください。 

※河合敦さんの講演会は申込が必要です。 
 

【と き】令和４年１２月１０日(土曜日) 午前９時～午後１時 

【ところ】八代市公民館（千丁町新牟田1433） 

     八代市立図書館せんちょう分館 

【参加料】無料（まなびマルシェを除く） 

【主な内容】 

第１３回 まなびフェスタやつしろ 
-つどい まなび むすぶ 人生１００年時代- 

 

出張スマホ教室を開催します 
 

 スマホ利用が不安な人向けに各校

区でLINE（SNS）アプリの利用方法や

防災アプリなどの紹介をします。 

 

【開催日及び場所】 

１２月８日（木）１０時半～ 東陽コミュニティセンター  

【対象者】市内在住者 

（お使いの携帯電話会社は関係なく参加できます） 

【定員】１０名（先着） 

【参加費】無料 

    （通信料が発生する場合があります） 

【持参品】筆記用具、スマートフォン 

【申込先】ドコモショップ八代店 ☎31-7611 

【申込締切】開催日の１週間前まで 

      事例１ サツマイモを容器に入れて電子 

               レンジで加熱した。サツマイモがまだ固かった 

                 ので、再度自動ボタンを押して加熱し、その場 

             を離れた。戻って来たら部屋中が煙だらけになっ 

ていた。（70歳代 男性） 
 

事例２ レトルトカレーを 

食べようと思い、外箱ごと温め 

たら発火し、外箱が燃えてしまっ 

た。いつも電子レンジ対応のレト 
ルトカレーを食べていたので同様 

にしたが、当該商品の包装は電子 
レンジ対応ではなかった。  
（70歳代 男性）  

電子レンジ  

食品や容器・包装に合った加熱を！  

≪お問合せ・お申込み≫ 
八代市教育委員会生涯学習課 
〒869-4703 
熊本県八代市千丁町新牟田1433 八代市公民館 
TEL 0965-30-1110   FAX 0965-30-1120 
Email：syogai@city.yatsushiro.lg.jp 

～ステージイベント部門～ 

(１)オープニング 

(２)開会行事 

(３)河合敦さんの講演会 

   ※要申込 

(４)自主講座クラブステージ発表 

～食バザー部門～ 

・かずら豆腐 

・みかんフレッシュジュース 

・  

・生姜山菜おこわ 

・生姜菓子 

・ばんぺい柚みそだれ 

・豆腐のみそ漬 

・ゆずマーマレード 

・クッキー 

・フランクフルト      など 

～展示部門～ 

・自主講座クラブ作品展示 

・公民館講座、おでかけ公民館講座、 

   キッズチャレンジの活動紹介 

・地域学校協働活動紹介及び人権啓発作品展示 

・八代地域婦人会連絡協議会活動報告 

・八代市PTA連絡協議会活動報告 

～体験活動部門～ 

・ロボット操縦体験、ジェットバス、科学工作、 

 色の変わるおもしろ実験ほか 

（熊本高専八代キャンパス、八代工業高校） 

・松ぼっくりツリー作り 

（八代農業高校泉分校） 

・プラネタリウム体験 

（協力：さかもと八竜天文台） 

・お話し会スペシャル 

（協力：図書館、会場：図書館せんちょう分館） 

【主催】八代市教育委員会 
【共催】八代市地域婦人会連絡協議会 
    八代市PTA連絡協議会 
    八代市子ども会連合会 
【協力】熊本高専八代キャンパス 
    八代工業高校 
    八代農業高校泉分校 


