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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。
★８月1日号の掲載申込締切は、６/28㈮です。

伝言板◎再発見　そうだったのか八代
日時／6月 13日㈭　午後 7時～
          6 月 27日㈭　午後 7時～
場所／宮嶋利治メモリアルホール
内容／八代の歴史文化を学ぶ連続講座の
　　　第3回と第 4回
対象／どなたでも
定員／30人
費用／資料代 200円
申込・問合せ／ふるさと八代を楽しくする会
　　　　　 事務局（丁畑）☎34-4563

◎第28回 八代青少年音楽コンクール参加者募集
日時／８月10日㈯　午前9時～
場所／やつしろハーモニーホール
内容／ピアノ、歌唱、声楽、弦楽器、管打楽器
対象／幼児～一般
費用／幼児、小学生（低学年） 6,000円
　　   小学生（中・高学年） 6,500円
　　   中学生 7,000円 　高校生 7,500円
　　   大学生 8,000円 　一 般 8,500円
申込・問合せ／7月 1日㈪までに
　　　            主要楽器店・ホール設置の申込書で申込み
　　　            満田☎32-7418

   ◎ KUMONの子育て講演会
 　日時／７月20日㈯　午前10時～11時30分
　場所／やつしろハーモニーホール
　内容／発達心理学の観点から、子育てのコツや
                関わり方について。
    講師／田島信元　白百合女子大学教授
　　　　　  （臨床発達心理士）
     対象／子育て中の家庭
     定員／先着 180人
　参加無料
    その他／幼児プレイルームあり (20人)
     申込・問合せ／6月 7日㈮までに日本公文教育研究会
　　　　　　　   熊本事務局☎096-324-2201

   ◎やつしろ子ども劇場例会
      「ふらっと・ぶらっと」
   日時／ 6月10日㈪　午後7時～8時 
   場所／やつしろハーモニーホール
   対象／子ども4歳以上 　親子135人
   費用／会員入会者 1,200円(入会金300円)
　　　  　当日一般券 3,500円
     問合せ／やつしろ子ども劇場 ☎35-3909

   ◎リフォーム工事無料電話相談窓口開設
   内容／リフォーム見積もり内容や金額の相談
　対象／リフォーム工事を考えている人
   費用／無料
   その他／相談時は、手元に見積書や
　　　   工事内容が分かるものを準備
　 問合せ／ NPO法人くまもと住宅相談窓口
　　　　   無料電話相談受付☎0120-555-043

  ◎熊本県年金受給者協会八代市部会会員のつどい
  日時／７月１日㈪　午後1時 30分～
  　　　　　　　　  （0時 30分受付）
  場所／やつしろハーモニーホール
  内容／総会、講演、素人演芸、抽選会
  対象／年金受給者協会八代市部会員
  　　　および加入希望者
  定員／ 200～ 250人
  入場無料
   問合せ／事務局 古閑☎090-5476-9375

 ◎第21回 職人まつり・第36回 住宅デー
 日時／ 6月2日㈰　午前10時～午後3時
 場所／本町 2丁目イベントスペース
          ガラッパ広場周辺
 内容／住宅相談・職人作品展示など
 対象／どなたでも
 費用／参加無料(食べ物・金魚すくいは有料)
 問合せ／熊本県建築労働組合八代支部☎34-3732

内容に関するお問合わせは、直接情報提供者へ。
★８月1日号の掲載申込締切は、

    ◎第45回 熊本県医学検査学会市民公開講演会
   「災害医療における医療支援チームの役割り」
   日時／6月23日㈰  午後2時50分～3時50分
　場所／やつしろハーモニーホール
　内容／災害時に活動する医療支援チーム
        　  (DMAT) の役割について
　講師／山城茂雄 熊本労災病院脳神経外科部長
　参加無料
　問合せ／熊本県医学検査学会事務局 (熊本労災
                 病院中央検査部内) ☎33-4151(内線460)

    ◎第15回 やつしろハートフルパフォーマンス
     日時／６月３０日㈰  
　          正午～午後4時30分(午前11時30分開場)
     場所／厚生会館
     内容／各種ダンスや体操、体極拳などの披露
     費用／入場料 1,000 円 ( 就学前は無料 )
     その他／収益金は社会福祉協議会へ全額寄付。抽選会あり。
     問合せ／宮本☎090-3799-6830

   ◎わいわい工作・わくわく実験ひろば 
      「ペットボトルロケットを作ろう」
    日時／６月16日㈰  午前９時30分～正午
　           受付：午前9時～9時30分  八代キャンパス玄関
    場所／熊本高専　八代キャンパス
    対象／中学生以下（小3以下は保護者同伴）
    定員／ 80人
　費用／ 100円（傷害保険代金）
   その他／炭酸飲料500mlペットボトルを4本持参
    申込・問合せ／事前申込不要
　　　　　　　 企画係　佐々木☎53-1390

　◎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／誰でも出来る護身用の練習
　　　  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／約40人
　参加無料
　その他／スポーツのできる服装
　 申込・問合せ／上田☎35-9008

   ◎パソコンを介して仲間になろう
       パソコンは楽しい・オモチャ箱
   日時／ 6月12日㈬・16日㈰・23日㈰・
                   26日㈬・30日㈰ 午後 1時～ 3時
   場所／NTT八代支店 3階会議室
   内容／初心者指導、ワンポイントレッスンなど
　　 　   高専教授・学生による指導
   対象／初心者（パソコン持込みのこと）
   費用／初心者コース：3,000 円（４回）
　　　   ワンポイントレッスン１回：1,500円
   協賛／熊本さわやか長寿財団
　　　　熊本さわやか大学校・八代校
    申込・問合せ／熊本シニアネット八代サロン
　　　　　　　　☎090-9591-0857

◎花菖蒲を見ながらお抹茶はいかがですか
 日時／ 6月 4日㈫～ 11日㈫
　　     午前９時 30分～午後３時 30分
 場所／松浜軒
 内容／抹茶の接待や庭園ガイド
 費用／ 300円（抹茶お菓子付き）
 問合せ／茶和の会事務局（真木）☎34-3939

   ◎みんなで唄う会　参加者募集　　
   日時／ 6月 9日㈰
　　　　午前10時～、午後２時～、６時～
   場所／やつしろハーモニーホール
   対象／中高年の男女
   定員／ 30人
　費用／ 300円
     申込・問合せ／電話またははがき（八代郵便局私書箱
　　　　　　　　14シンシ宛）で
                   シンシ☎32-5855

◎第6回 紫陽花祭り
日時／6月 11日㈫～ 15日㈯
場所／がらっぱ広場（本町1丁目）、
　　　球磨川堤防（麦島西町）
内容／ 11日には夕方から和紙によるラン
　　　　タンハウスやひかりのファンタジーなど
問合せ／出田☎33-2066

◎募集 水泳初心者 夕葉水泳学校
日時／ 7月２日㈫～８月 31日㈯
　　　 毎週火・木・土曜日
　　　 午後5時 40分～ 6時 40分
場所／八代市民プール
内容／顔付けができない・泳ぎが苦手な　
　　　子どもに基礎から指導
対象／４歳以上の幼児・児童
定員／200人
その他／体験レッスン有。開校日に随時入校可。

［入校説明会］　６月２９日㈯ 午後2時
　　　　　　八代市民プール2階
申込・問合せ／西☎34-3330

◎バドミントン「りんどうクラブ」新入部員募集
日時／毎週水・金曜日
　　　午前10時～午後 1時
場所／市総合体育館
対象／経験不問
費用／入会金 1,000 円、月 1,500 円
申込・問合せ／宮本☎090-1369-8899

 ◎大正琴 輝きコンサート
 日時／ 6月８日㈯　
　　　午後1時30分開演(1時開場)
 場所／やつしろハーモニーホール
 内容／大正琴で奏でる昭和＆平成歌謡の聴き比べ
 入場無料
 問合せ／八代琴修会
　　　  加來　☎090-8356-1190
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