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◎不動産トラブル110番
「住宅・土地のトラブルに関する無料相談会」
日時／8月24日㈯  午前10時～午後4時
内容・場所／【面談での相談】
　　　　  熊本市中央区水道町14番21号
　　　　  熊本県婦人会館 3階集会場
　　　    【電話での相談】
　　　　  096-364-0800（相談専用回線）
事前予約不要
問合せ／熊本県青年司法書士会
　　   川口☎62-1770

◎夏休み こども編物教室
日時／8月8日㈭・22日㈭
　　　両日とも午後2時～4時
場所／代陽公民館
内容／かぎ針の基礎から簡単作品作り
対象／小学4年生～中学生
定員／15人
費用／1,500円（材料・飲み物込）
申込・問合せ／服﨑☎090-7534-6930（要予約）

◎八代東高等学校 定期同窓会
日時／8月17日㈯
　　　総会：午後4時～（受付：午後3時30分）
　　　懇親会：午後6時～
場所／八代グランドホテル
対象／八代東高等学校の卒業生
費用／男性6,000 円　女性 5,000 円
問合せ／同窓会事務局
　　　宮本（S58.3月卒）☎33-1600

◎熊本高専 社会人講座
①｢3D-CADによる設計・試作講座｣
日時／9月7日㈯・15日㈰・21日㈯・28日㈯
　　　午前9時～午後5時
対象／地域企業の設計エンジニアなど
※現場でCAD体験がある人は、現場での課題を持っ
　てきてください。
②｢Arduino によるマイコン入門講座｣
日時／10月12日㈯・19日㈯・26日㈯
　　　午前9時～午後5時
対象／マイコンや電子工作に興味のある一般社会人

場所／熊本高専八代キャンパス
定員／各講座20人（応募者多数の場合は抽選）
費用／各講座 1,000 円
申込／希望講座名、氏名、住所、連絡先、年齢、
　　　性別、所属企業（担当者連絡先）を明記し、
　　　郵便かFAXまたはE-mailで申込み
　　　【申込締切】
　　　① 8月19日㈪ ②9月20日㈮
申込・問合せ先／〒861-1102 合志市須屋2659-2
　　　  熊本高等専門学校（熊本キャンパス）
　　　総務課研究推進係☎096-242-6433
　　　FAX：096-242-5503
　　　E-mail:koukai@kumamoto-nct.ac.jp

◎Zei 税ウォーキング
日時／9月14日㈯ 午前9時45分～午後3時
集合場所／厚生会館
内容／緑の回廊をウォーキングし｢税｣の
　　　 使い道や大切さを学び、税金クイズ
　　　 を実施する。
対象／市内の小学4～6年生（2～5人のグ
　　　 ループ）とその保護者
定員／約 60人（保護者含む）
参加無料（昼食付）
申込・問合せ／申込締切 8 月 30日㈮
　　　　　  公益社団法人八代地方法人会
　　　　　事務局☎32-1393

◎オカリナ初心者講座
日時／毎月第2金曜日 午後2時～3時30分
　　　（8月9日㈮より開始）
場所／千丁公民館
内容／楽譜を読めない人にオカリナの握り
　　　 方などを教えます。
講師／Korin Sinsia（コオリン・シンシア）
費用／500円
問合せ／美川☎46-2233

◎熊本高専サマーセミナー
日時／8月25日㈰　午前10時～午後4時
　　　受付：午前9時30分～
場所／熊本高専八代キャンパス
　　　ICT活用学習支援センター第2演習室
内容／コンピュータプログラミングの基礎を
　　　 勉強し、プログラムによるゲームを作成します。
対象／中学生
定員／40人程度
参加無料
申込・問合せ／申込締切 8月19日㈪必着
　　　　　　  FAX:53-1219
　　　　　　E-mail:jr_procon@kumamoto-nct.ac.jp
　　　　　　  サマーセミナー係
　　　　　　  中村・川村☎53-1390
詳細はhttp://y-page.y.kumamoto-nct.ac.jp/jr-procon/

◎音声訳ボランティア講習会
日時／9月2日㈪～12月2日㈪
　　　午前10時～正午
　　　（祝日を除く毎週月曜日、全10回）
場所／市総合福祉センター2Ｆ
内容／音声訳に必要な知識と技術を学習
対象／どなたでも
参加無料
申込・問合せ／電話で事前申込が必要　　　
　　  　　　八代市社会福祉協議会
　　　　　村上☎62-8228

◎チェーンソー初心者勉強会
日時／8月31日㈯
　　　午前9時30分～午後4時30分
場所／立神峡里地公園
内容／正しい使用法を習得し、安全に活用
　　　するための座学と実習。
対象／これからチェーンソーを使いたい人
定員／5人（要予約）
費用／2,500 円（テキスト代、保険料）
その他／動きやすい服装と丈夫な靴を用意。弁当、水筒は持
　　　　 参。チェーンソー、ヘルメットの持参も可能。
問合せ／里山クラブ どんごろす
　　  清原☎090-3017-9634

◎とら太の会 発足30周年記念講演
日時／9月7日㈯
　　　開会：午後1時30分  開場：午後1時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／【講演】
　　　 「自閉症の僕が語る自閉症の世界」
　　　   講師：東田直樹氏
　　　 「わが子の可能性を信じる子育て」
　　　   講師：東田美紀氏
対象／どなたでも
定員／500人程度
参加無料
問合せ／NPO法人 とら太の会
　　　佐々木☎30-0701

◎市立第二中学校 同窓会（昭和55年3月卒）
日時／平成26年1月2日㈭
　　　受付：正午～
場所／アルデア アルカサール（エルセルモ八代）
対象／昭和55年3月卒業生
その他／知り合いの同窓生にも声かけを。　
　　　 HPに最新情報掲載中。
問合せ／http://8246nichu.sweet.coocan.jp
　　　E-mail:8246nichu@gmail.com
　　   中川（旧前田）☎080-5244-0569

◎第28回健康保険 熊本総合病院 市民公開講座
「よく分かる大気汚染～PM2.5って何？～」
日時／8月19日㈪　午後６時～7時
場所／熊本総合病院 14階 ｢熊本総合病院ホール｣
内容／大気汚染全般を分かりやすく解説
講師／宮島真史 呼吸器内科部長
定員／100人
参加無料、申込不要
問合せ／健康保険 熊本総合病院 総務課
　　　☎32-7111

　　   中川（旧前田）☎　　   中川（旧前田）☎

◎募金のお願いとボランティア募集
24時間テレビ 36「愛は地球を救う」
【募金】
日時／８月24日㈯～25日㈰
         募金会場によって時間が違います
　　　ので、お問い合わせください。
会場／八代宮鳥居前、イオン八代店、マッ
　　　クスバリュ八代店、氷川町竜北道
　　　の駅、マルショク日奈久店など
【イベント】
　　●さわやかヤングステージ
          8月17日㈯　午後1時～
　　　やつしろハーモニーホール
　　●オープニングセレモニー
　　　8月24日㈯　午後1時～
　　　イオン八代店
問合せ／八代市ボランティア連絡協議会
　　　柴田☎090-4585-1991

◎オカリナ・ハーモニカ初心者講座
日時／毎月第4日曜日に開催
　　　（第1回は 8月 25日㈰）
　　　オカリナの部
　　　　午前10時～ 11時 30分
　　　ハーモニカの部
　　　　午後1時 30 分～3時
場所／麦島公民館
対象／どなたでも
費用／500円
問合せ／鈴木☎32-5855

◎コンピュータプログラム体験
日時／9月8日㈰　午前9時～正午
　　　受付：午前8時30分～
場所／熊本高専八代キャンパス
　　　ICT活用学習支援センター第2演習室
内容／プログラミング言語「Squeak（スクイー
　　　  ク）」を用いて、簡単なゲームをつくります。
対象／小学 5･6 年生
定員／20人程度
参加無料
申込・問合せ／FAXまたはメールで申込。申込時に
　　　  小学校名・学年・氏名をご連絡くだ
　　　 さい（申込締切 8 月 24日㈯）
　　  FAX:53-1219
　　　  E-mail:so-kikaku@kumamoto-nct.ac.jp
　　   総務課 中村・川村☎53-1390

◎第21回やつしろマルシェ
日時／8月10日㈯
　　　午前9時～午後2時
　　　（毎月第2土曜日開催 ※雨天決行）
場所／やつしろハーモニーホール
　　　（玄関前通路）
内容／市内農家の採れたて野菜や加工品の販売
問合せ／やつしろマルシェ生産者会
　　　柿本☎050-3615-0605

◎熊本県聴覚障がい者（児） 親の会 八代地区懇談会
日時／8月4日㈰　午前10時～正午
場所／太田郷公民館
内容／聴覚障がい児の子育てや就学などの情報交換
対象／どなたでも
参加無料
問合せ／植原☎090-3463-7296

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。
★10月1日号の掲載申込締切は、8/27㈫です。

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

伝言板


