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◎登山教室 受講者募集
日時／9月24日～平成26年3月（全12回）
　　　9回　午後7時～9時　厚生会館
　　　3回　午前9時～午後1時　実技
場所／厚生会館
内容／安全で楽しいハイキングや登山に
　　　ついてのノウハウを学習。実技で
　　　は龍峯山に登ります。
対象／どなたでも
定員／20人
費用／2,000 円
問合せ／八代山の会 事務局（谷川）☎38-1300

◎アーチェリー体験教室 参加者募集
日時／9月 8日㈰　午前 10時～
場所／清流高等学校アーチェリー場
内容／普段体験することのできないアーチェリーを体験
対象／市内在住または勤務する中学生以上の人
　　　（未成年者は保護者の同意が必要）
定員／10人以内
費用／500円（保険料ほか）
その他／必要な弓具は準備します。運動ができる服装。
申込・問合せ／9月 6日㈮までに
　　市アーチェリー協会 岩瀬☎080-1772-3401

◎中国映画鑑賞会 ｢胡同の理髪師｣
日時／9月 29日㈰  午後 2時～
場所／厚生会館
対象／どなたでも
定員／50人
入場無料・事前予約不要
問合せ／水本☎090-2097-9433

◎ふれあい卓球教室
日時／10月15日㈫～11月14日㈭
　　　午後7時～9時　計10回コース
場所／市総合体育館
内容／専門コーチによる基礎指導。
対象／5歳以上の初心者で市内に在住ま
　　　たは勤務している人
定員／50人
費用／2,000円（ボール代、保険料含む）
　　　受講初日に支払い。
その他／動きやすい格好。室内シューズ、ラ
　　　 ケットを持っている人は持参
申込・問合せ ／ NPO法人八代市体育協会（市総合体育館内）
　　　　　　　　 卓球教室係☎62-8130

◎第6回やつしろキッズサッカーwith KIRIN
日時／11月17日㈰　開会式：午前8時45分
　　　（受付 : 午前 8時）
場所／日奈久ドリームランド｢シー・湯・遊｣
対象／5歳～ 9歳（年中～小学 3年生）
定員／U-9（小3）～U-7（小1） 先着各30チーム程度
　　　   U-6（年長）・U-5（年中） 先着各10チーム程度
費用／U-9～U-7　1チーム5,000円
　　  U-6～U-5　1チーム3,000円
申込・問合せ／ 10月4日㈮ 午後5時までにメンバー
　　　票と参加費をやつしろキッズサッカー実行
　　　委員会まで（市総合体育館内）☎62-8130

◎ ｢法の日｣ 無料法律・登記相談
日時／10月5日㈯　午前10時～午後3時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／熊本県司法書士会と熊本県土地家屋
　　　 調査士会による無料法律・登記相談
対象／どなたでも
問合せ／司法書士 西本☎32-4012

◎福岡工業大学吹奏楽団 八代特別演奏会
日時／9月 22日㈰
　　　 開演：午後4時30分（午後4時開場）
場所／厚生会館
内容／福岡工業大学と八代白百合学園の合同演奏
対象／どなたでも
費用／一般1,000 円　学生 500円
問合せ／八代白百合学園高校（服部）☎32-2354

◎八代バレーボールクラブ 団員募集
日時／平日（午後7時～8時）1回と土曜半日
場所／市内体育館
対象／小学5年生以下
費用／月 1,000 円（入団費 1,000 円）
問合せ／山下☎090-4342-5413

◎健康保険 熊本総合病院 市民公開講座
「骨粗しょう症の対策を行い、寝たきりを防ぐ」
日時／9月 18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／骨粗しょう症に対する最近の考え
　　　方、予防、実際の治療法を解説
講師／森田誠 整形外科医長
定員／100人
参加無料、事前申込不要
問合せ／健康保険 熊本総合病院 総務課
　　　☎32-7111

◎チェーンソー初心者勉強会
日時／9月 29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、弁当、水
　　　 筒は持参。チェーンソー、ヘルメット、
　　　 革手袋か滑り止め付き手袋の持参可。
問合せ／里山クラブ どんごろす
　　　清原☎090-3017-9634

◎日本フィル「ヴァイオリン・チェロ＆ピアノの夕べ」
日時／9月 28日㈯　午後 6時開演
場所／やつしろハーモニーホール
内容／ベートーヴェン｢バイオリンソナタNO.7｣
　　　カザルス ｢鳥の歌｣　など
対象／どなたでも
前売り／一般：3,000 円　ペア：5,500 円
　　　中高生：2,000 円
当日券／一般：3,500 円　中高生：2,000 円
【チケット取扱店】
　ミック・有明楽器・ラジオクロネコ・
　たじりピアノ教室・庄野学生堂
問合せ／NPO/You倶楽部事務局☎34-1516

◎ほっとくと怖か 糖尿病
日時／9月27日㈮ 午後7時～8時45分
　　　受付：6時 30分～
場所／やつしろハーモニーホール
内容／各領域の専門医が、糖尿病について
　　　 分かりやすく説明
対象／どなたでも
参加無料・事前申込不要
問合せ／熊本労災病院 医事課
　　　松本☎33-4151（内250）

◎第2回 八代の元気写真展 モデル募集
日時／9月 10日㈰　午前 10時～
場所／本町アーケード
内容／あなたの生き生きとした姿を八代
　　　 写真師会のプロ写真家が撮影。写
　　　 真は展示後進呈
対象／65歳以上
定員／先着 50人
参加無料
申込・問合せ／要電話申込
　　　　　　本田写真館☎33-6639

◎第2回 八代の元気写真展 モデル募集

◎第2回 八代の元気写真展
日時／9月 16日㈷～ 20日㈮
　　　午前 10時～午後 5時
場所／本町アーケード
内容／9月 10 日に 65歳以上の八代の
　　　元気な人を撮影した写真を掲示
問合せ／本田写真館☎33-6639

◎八代ウインドオーケストラ 第20回定期演奏会
日時／9月 14日㈯　午後 7時開演
場所／厚生会館
内容／行進曲 ｢威風堂々｣ 第 4番、
　　　ディズニー特集など
　　　指揮：橋本正臣氏
対象／どなたでも
入場無料
問合せ／田川☎32-6279

◎志成館高等学院 八代校 後期入学生募集
日本航空高等学校 ｢通信制課程｣ の卒業
資格を得るためのサポートをします。
場所／志成館八代校
　　　（大手町1丁目 八代教育会館1階）
対象／中学校卒業以上。高校単位取得者
　　　の転・編入も可能
その他／高卒認定試験（旧大検）の受験指導
　　　 も行います。随時、学校説明会を実施
問合せ／志成館高等学院☎0120-08-3730

◎不登校で悩んでいる人へ
日時／9月7日㈯　午後2時～4時30分
場所／志成館八代校
内容／子どもの不登校や非行などで悩む参
　　　 加者同士のグループカウンセリング
　　　 と情報交換
対象／どなたでも
費用／200円
その他／奇数月の第１土曜日に例会を開催。
　　　不登校・非行などの相談随時受付中
問合せ／思春期の子どもと向き合うおとな
　　　たちの会｢ひなたぼっこの会｣清田
　　　☎070-5535-1719

◎初心者ゴルフ教室
日時／9月 23日㈪～ 10月 20日㈰
場所／八代ゴルフ倶楽部、球磨川ゴルフガーデン
内容／ゴルフスイング指導やゴルフ場でのプレー
対象／八代市内在住の一般成人
定員／15人（定員になり次第締切）
費用／6,000 円
主催／八代市ゴルフ協会
申込・問合せ／費用を添えて八代ゴルフ倶
　　　　   楽部（山本）まで☎38-9800

◎秀岳館高校 陶芸教室 受講生募集
日時／10月10日㈭～12月19日㈭
　　　毎週木曜日　午後4時～7時30分
場所／秀岳館高校内実習室
対象／陶芸を初めてする人、土に触れてもの
　　　 づくりをしたい人（13歳以上）
定員／40人
費用／6,000 円（3カ月分）
申込・問合せ／往復ハガキで秀岳館高校建設科まで
　〒 866-0881八代市興国町1-5☎33-5134

　　　　   楽部（山本）まで☎　　　　   楽部（山本）まで☎

◎竹原神社 秋の大祭・稚児相撲
日時／10月 19日㈯　正午～午後 3時
場所／竹原神社（竹原町2225）
内容／稚児土俵入り・奉納相撲
対象／6ヵ月から 3歳位の男女児
　　　（市外在住も可）
申込金／5,000 円
その他／参加者には名前入り御幣板と記念
　　　写真を進呈
申込・問合せ／10月15日㈫までに
　　　　　竹原神社☎32-7472

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。
★11月1日号の掲載申込締切は、9/27㈮です。
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