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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。
★7月1日号の掲載申込締切は、5/28㈫です。

伝言板

◎熊本労災病院 看護の日イベ
ント

日時・場所／
①5月10日㈮ 午前9時30分～

11時30分

　熊本労災病院
②5月11日㈯ 午後1時～3時

 

   イオン八代店
内容／健康相談、栄養相談、介

護相談、血圧

　　　 測定、骨密度測定、血管年齢測定
など

参加無料
問合せ／熊本労災病院（塩水）

          ☎33-4151（内線）7204

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。

◎あなたも空手を始めてみませんか日時・場所／毎週火曜日　午後6時～8時　　　　  麦島公民館
　　　　　  毎週金曜日　午後8時～10時　　　　　 麦島小学校
内容／空手道の形、組み手、体力づくり対象／小学生から大人まで。男女不問費用／月3,000 円
申込・問合せ／窪田☎090-8833-9067

          

◎八代警察署鍛誠館 少年柔道部員募集日時／毎週月・水・金曜日 　　　午後6時30分～8時場所／八代警察署3階道場対象／小学生　男女不問会費／月2,000 円（保護者会費）　　　　２人目以上は、1人当たり1,500円その他／警察官、警察官OB、外部指導員が指導　　　練習見学あり問合せ／八代警察署 生活安全課　　　　☎33-0110 （内線）271、273

◎第2回 八代版画美展  八代を彫るⅡ
日時／5月12日㈰～ 19日㈰
　　　午前10時～午後5時
　　（初日は午後1時から、最終日は午後4時まで）
場所／シャディ東京画廊（西松江城町）
入場無料
問合せ／鍬本☎090-1970-3894

内容に関するお問合わせは、直接情報提供者へ。
★7月1日号の掲載申込締切は、

◎熊本労災病院 看護の日イベ
ント

日時・場所
①5月10日㈮ 
　熊本労災病院
②5月11日㈯ 午後1時～3時

 

   イオン八代店

内容に関するお問合わせは、直接情報提供者へ。
★7月1日号の掲載申込締切は、

◎ミニバレー愛好会 カラ
ーズ 会員募集

日時／毎週木曜日　午後
8時～ 10時

場所／市総合体育館
対象／中高年の女性（4

0歳以上）

費用／ 3カ月ごとに 1
,000 円。初回に

　　　保険料500円
その他／試合への参加はあ

りません

申込・問合せ／橋口☎080
-3578-6913

問合せ／鍬本☎090 1970 3894

◎第24回 八代ちびっ
子カーニバル

日時／5月5日㈰㈷　
午前10時50分～

場所／NTT～本町 1
丁目～ 3丁目

内容／素敵な衣装を着
た子どもたちのパレー

　　　 ド。メルヘンの世
界をご覧ください。

問合せ／出田☎33-2066

◎茶和の会 庭園ガイドと作法の研修会
日時／5月 22日㈬ 午後 2時～ 4時
場所／ TMCキャリアアップスクール
　　　　（本町交番裏）
内容／松濱軒でのお抹茶接待やボランティ
　　　 ア庭園ガイドのための事前研修。
対象／流派・経験不問
参加無料
申込・問合せ／茶和の会（真木）☎34-3939

◎絵本の読み聞かせを親子で楽しみましょう
日時／毎月第2火曜日
　　　午後2時30分～2時50分
場所／八福商店（本町1丁目アーケード内）

内容／手遊びや絵本の読み聞かせ
対象／ 0～5歳までの子どもとその保護者
参加無料
問合せ／八福商店（本町1丁目商店街振興組合）

　　　  上村☎070-5418-3685 　　　午前10時～午後5時
　　（初日は午後1時から、最終日は午後4時まで）
場所／シャディ東京画廊（西松江城町）
入場無料
問合せ問合せ

◎八代山の会 バスハイク参加者募集日時／5月12日㈰  午前7時に市役所出発　　　雨天決行
場所／天草松島 白嶽一帯内容／通称「観海アルプス」に登り、天　　　草ミツバツツジの群生地を歩く対象／山、花が好きな人。初心者歓迎費用／3,000 円（保険、入浴料含む）申込・問合せ／八代山の会（谷川）☎38-1300

◎合気道　護身術教室
日時／6月2日㈰　午後2時～ 3時30分場所／市立武道館
内容／誰でもできる護身用合気道の練習、　　　簡単な基本技の練習など
対象／子ども、一般男女。年齢不問定員／40人
費用／無料
その他／スポーツができる服装
申込・問合せ／八代盛武館（上田）☎35-9008

　　　　  麦島公民館
　　　　　  
　　　　　 
内容／空手道の形、組み手、体力づくり対象
費用／月3,000 円
申込・問合せ

◎子羊文庫 勉強会
日時・内容／5月2日㈭  「パネルをしましょ

う」

　　　 　    6月6日㈭  「昔話の残酷性」

　　　　　7月4日㈭  「長谷川義史の世界」

　　　　いずれも、午前10時30分～

場所／市立図書館 本館 2F大集会室

どなたでも　参加無料
問合せ／早木☎34-5761

　　　 ド。メルヘンの世
界をご覧ください。1300

◎合気道　護身術教室
日時／6月2日㈰　午後2時～ 3時30分場所
内容／
　　　
対象
定員／40人
費用／無料
その他
申込・問合せ

◎八代演奏家協会 第 37回 定期演奏会

「Home Sweet Home」
日時／6月1日㈯
　　　午後6時30分～（午後6時開場）

 

場所／やつしろハーモニーホール

内容／ピアノ、フルート、サックス、

　　　声楽による独奏・独唱
費用／一般1,500円、学生1,000円、幼児

           500円（3歳～） 当日は500円増

その他／ハーモニーホールでチケット販
売

問合せ／満田☎32-7418問合せ

◎ひなげしコール 団員募集日時／毎週火曜日 午後1時30分～3時場所／代陽公民館
内容／呼吸法、発声法、童謡、唱歌など対象／どなたでも
定員／10人
費用／2,000 円（月4回分）申込・問合せ／代陽公民館☎31-5507

申込・問合せ

◎ミニバレー愛好会 カラ
ーズ 会員募集

場所

◎茶和の会 庭園ガイドと作法の研修会
日時／5月 22日㈬ 午後 2時～ 4時
場所／ TMCキャリアアップスクール
　　　　（本町交番裏）

申込・問合せ

◎健康保険 熊本総合病院 市民公開講座「知らない間に進行する緑内障、あなたは大丈夫ですか？」
日時／5月 16日㈭  
　　　 午後6時～7時（受付：5時30分～）場所／健康保険 熊本総合病院 14階　　　熊本総合病院ホール
講師／宮﨑 智成  眼科部長
参加無料　申込不要
問合せ／健康保険 熊本総合病院 庶務課　　　　☎32-7111

内容／
　　　 ア庭園ガイドのための事前研修。
対象
参加無料
申込・問合せ

◎

日時／5月 22日㈬ 午後 2時～ 4時
場所／ TMCキャリアアップスクール
　　　　（本町交番裏）

7111

◎まちの保健室 in 看護の日
日時／5月25日㈯  午後 1時～ 4時

場所／ゆめタウン八代
内容／健康チェック（身長・血圧・体重

測

  　　 定、肥満度）、健康相談（食事、介護
）、

         看護師就業相談、健康クイズ、ポ
ス 

　　  ター・写真掲示
対象／どなたでも
問合せ／八代敬仁病院（宮本）☎34-7911

日時／毎月第 2火曜日
　　　午後2時30分～2時50分
場所／八福商店
内容／手遊びや絵本の読み聞かせ
対象／

　　　午後2時30分～2時50分 
◎みんなでボランティア（あしなが）Ｐウォーク10
病気や災害で親をなくした子どもたちの奨学金援助
日時／5月12日㈰ 午前10時15分開会
　　　（9時受付開始）
場所／球磨川河川敷スポーツ公園
対象／どなたでも
内容／パノラマコース（10㎞）
参加費／大人500円、中・高校生300円、　
　　　小学生以下100円。保険・資料代込
その他／九州国際スリーデーマーチ共催。
　　　環境配慮のため、マイカップを持参
問合せ／ 24時間テレビ八代ボランティア協力会
　　　　（柴田）☎090-4585-1991 　　　草ミツバツツジの群生地を歩く対象／山、花が好きな人。初心者歓迎費用／3,000 円（保険、入浴料含む）申込・問合せ

費用／ 3,000 円（保険、入浴料含む）◎EMで安心安全 家
庭菜園講座

日時／5月17日㈮ 午
後1時 30分～ 3時

場所／やつしろハーモ
ニーホール

内容／EM（有用微生
物群）を使って簡単

　　　に始められる家
庭菜園講座

定員／20人
費用／無料
申込・問合せ／八代EM環

境浄化の会（酒井）

　　　　　　☎31-7886

◎八代更生病院 第 5回 講演会
「認知症の方の介護について」
日時／5月 18日㈯ 午後2時～4時
場所／麦島公民館
講師／宮本 憲司朗  八代更生病院院長
対象／どなたでも
参加無料
問合せ／八代更生病院（小山）☎33-4205

　　　　　　☎31　　　　　　☎31

◎県営八代運動公園フリーマーケット日時／5月12日㈰  午前10時～午後4時場所／県営八代運動公園
どなたでも　入場無料
その他／青空音楽会も同時開催問合せ／県営八代運動公園☎37-0006

定員／10人
費用／2,000 円（月4回分）申込・問合せ

◎アフリカへ毛布をおくる運動
日時／5月19日㈰  午前10時～午後2時  
場所／熊本県建設業協会 八代支部 駐車場
収集内容／破れのない洗濯済みのシングル毛布、アルミ缶
問合せ／アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会                
            （川上）☎090-7476-5779

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


