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伝言板は、八代市内の団体・サークル・グループ・
愛好会などが、非営利（宗教・政治・営業以外）
で行う活動などの情報を掲載するコーナーです。
仲間募集やイベント告知などにご利用ください。
内容に関するお問合わせは、直接情報提供者へ。
★ 6月1日号の掲載申込締切は、4/26㈮です。

                                   笑顔 de あいさつ  しあわせ発信！八代市

伝言板

◎家庭倫理講演会
テーマ「おかあさん」
日時／4月 21日㈰　午後1時30分～
　　　3時20分（午後0時半開場）
場所／やつしろハーモニーホール
講師／小林 宜子氏（社団法人 倫理研究所専任講師）
内容／家族一人一人がそれぞれ輝き、よ
　　　りよくなるために必要な心の持ち
　　　方と涵養、その実践を紹介
対象／どなたでも
費用／1,000円
問合せ／山元☎37-2037

　
◎誰にでもできる日本拳法で心身ともに強く

なろう

日時／毎週土曜日　月４回

　　　午後7時～9時
場所／市総合体育館
目的／青少年健全育成、健康増進

、護身術

対象／小・中学生、高校生

費用／月3,000円
申込･問合せ／日本拳法全国連盟公認 

日本拳法

　　　  八代クラブ（木野）☎090
-9569-5583

◎レイ・ナニ・モキハナ フラダンス 会員募集
手話のように意味のある踊りのフラダン
ス。健康づくりに役立ててみませんか。
日時／毎週月曜日 （第2月曜日は休み）
　　　  午前10時～正午
場所／サンライフ八代
対象／大人ならどなたでも。初心者歓迎
費用／月2,000円
その他／事前見学受入あり
申込・問合せ／谷口☎32-4976

伝言板は、八代市内の団体・サークル・グループ・
愛好会などが、非営利（宗教・政治・営業以外）
で行う活動などの情報を掲載するコーナーです。
仲間募集やイベント告知などにご利用ください。
内容に関するお問合わせは、直接情報提供者へ。
★ 6月1日号の掲載申込締切は、

◎第12回 心と体の健康セミナー
「悩みと認知行動療法」
日時／4月 21日㈰  
　　　 午後1時30分～4時30分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／うつの予防と対策。ネガティブで不健　　　  康な考え方をポジティブで前向きな考　　　  え方に切り替える方法を伝授。
対象／うつ患者とその家族、医療、福祉、　　　 教育、相談業務の関係者、一般の人定員／15人
費用／1,500円（呼吸法CD付）
問合せ／清原☎62-3355☎62 3355

◎八代警察署鍛誠館 小学生剣道部員募
集

日時／毎週火・木・金曜日
　　　  午後5時30分～7時
場所／八代警察署
費用／月2,000円（保護者会費として

）

その他／見学受入あり
申込・問合せ／八代警察署 生活安全課

　　　　　　 ☎33-0110

　

◎春はぽかぽかよかとこ祭 第1回
がらくた市

日時／4月 6日㈯・7㈰

　　　午前10時～午後3
時

場所／八代よかとこ物産館 
イベント広場

内容／八代よかとこ物産館出
荷協議会会

　　　員が出品。い草小物・
雑貨などの

　　　わけあり工芸品や農作
業用品など

　　　一風変わった商品も並
びます。

問合せ／八代よかとこ物産館
☎32-3600

◎第4回大絵だより展～宮地和紙に魅せられて～日時／4月9日㈫～21日㈰ ※15日は休館日　　　 午前9時～午後5時（21日は4時まで）場所／市立博物館
内容／「八代絵だよりの会」による、八代　　　の伝統文化「宮地手漉き和紙」を使　　　ったハガキ絵や掛軸の作品展示。入場無料
問合せ／八代絵だよりの会（岸部）
　　　　☎090-3014-0282

　

◎八代将棋教室を開講します
日時／毎月第1・3日曜日
　　　午前10時～正午
　　　初回は5月19日㈰午前10時～
　　　（午前9時 50分までに集合）
場所／太田郷公民館
内容／将棋を通じ、集中力、持続力、記
　　　憶力、思考力を養います。礼儀作
　　　法、初心者指導、指導対局、自由
　　　対局など
対象／①小・中学生、高校生
　　　②一般
定員／30人程度
指導者／元肥後名人・棋王など有段者
その他／女性、初心者歓迎。
主催／日本将棋連盟八代支部・八代友愛会
申込･問合せ／八代友愛会（小笠原）
　　　　　　  ☎090-1086-5870

◎再発見！そうだったのか八代！
日時／4月 25日㈭  /  5 月 16日㈭
　　　ほか3回（全5回）午後7時～
場所／宮嶋利治メモリアルホール
講師／鳥津 亮二 氏
　　　　（市立博物館未来の森ミュージアム学芸員）
内容／八代の歴史の積み重ねに気づき、
　　　八代を楽しく知る参加者交流型の
　　　講座
対象／どなたでも
定員／30人
費用／資料代200円
問合せ／丁畑☎34-4563

問合せ／山元☎37 2037

◎いちご杯 九州ヘラブナ釣り
大会 in氷川

日時／4月21日㈰午前6時
30分～正午

　　　（受付：午前6時～8時
）

場所／氷川町不知火干拓貯水
池

受付場所／ＪＡやつしろ西部カン
トリー駐車場

参加料／高校生以上1,000円、中学
生以下500円

その他／使用サオは1本。陸
釣りのみで、

　　　リール・バクダン釣
り・生餌の使

　　　用は禁止。釣り道具や
えさは各自

　　　で用意。餌作り講習会
、表彰式、抽

　　　選会あり。当日参加
申込み可。参

　　　加賞あり（和鹿島いちご）
申込・問合せ／4月 12日㈮まで

に、氷川町

　　　ヘラブナ釣り大会実行
委員会事務局

　　　（氷川町役場 宮原振興局
 商工観光課内）

　　　☎62-2315
　
◎第32回 八代市弓道教室受講生募集日時／5月 10日㈮～7月 16日㈫　　　 毎週火・金曜日（計20回）　　    午後 7時～ 9時場所／市営弓道場
対象／中学生以上の市内在住または在勤者費用／3,500円（全20回分、テキスト　　　代・保険料含む）その他／弓道具の貸出あり。運動がで　　　きる服装で受講可
申込･問合せ／市弓道連盟（水谷）☎38-0173　　　　　　　　　　（道田）☎33-56565656

　
◎八代史談会講演会
八代市内建造物の建築的特性

について

―「まちあるき八代たてものマップ」の調
査結果からー

日時／4月 14日㈰　午後
3時～

場所／やつしろハーモニーホ
ール

講師／森山　学 氏 （八代市文
化財保護委員）

対象／どなたでも
参加無料
問合せ／蓑田☎34-0691

　　　で用意。餌作り講習会

◎やつしろウォーキング協会 会
員募集

健康づくりや九州国際スリー
デーマーチ

応援のため、会員を募集
対象／高校生以上
会費／年2,000円
その他／例会を月1回開催
問合せ／やつしろウォーキング

協会事務局

　　　（徳田）☎53-9200 　　　 
　　    午後 7時～ 9時場所／市営弓道場
対象／
費用／3,500円（全20回分、テキスト　　　代・保険料含む）その他
　　きる服装で受講可
申込･問合せ
　　　　　　　　　　（道田）

　　　（徳田）
　

◎あすなろバドミントンクラブ 部員募集日時／毎週火・木曜日 午前10時～午後1時場所／市総合体育館
対象／女性のバドミントン愛好者、経験　　　者歓迎
費用／月1,800円
その他／男性ビジター受付あり
申込･問合せ／北岡☎34-5458

◎八代史談会講演会
八代市内建造物の建築的特性

について

―「まちあるき八代たてものマップ」の調
査結果からー

日時／4月 14日㈰　午後
3時～

場所／やつしろハーモニーホ
ール

講師／森山　学 氏 
対象／どなたでも
参加無料
問合せ

　
◎秀岳館高等学校 陶芸教室 受講者

募集

日時／ 4月25日㈭～7月25日㈭
の毎週

　　　  木曜日　 午後4時～7時3
0分

場所／秀岳館高等学校 建設工業
科実習室

対象／13歳以上
定員／40人（先着順）
費用／6,000円（全回分）

申込･問合せ／往復はがきに「住所、
氏名、電

　　話番号」を記入し、秀岳館高等
学校陶 

　　芸教室係まで。  〒866-0881 八
代市興

　　国町1-5☎33-5134


