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◎中九州短期大学 公開講座のお知らせ
日時／①11月16日㈯
　　　　（1）午前11時30分～ （2）午後1時～
　　　②12月14日㈯　午後1時30分～
場所／中九州短期大学
内容／①-（1）日常生活で使える相談援助技法
　　　①-（2）人はなぜ犯罪を犯すのか？
　　　②子どもの育ちを“みる”
対象／どなたでも
定員／①各 30 人　② 70 人
参加無料
その他／①各 70 分　② 150 分
申込・問合せ／中九州短期大学 公開講座担当
　　　　　☎34-7651　FAX：34-7654

◎第 15 回 八代更生病院ふれあい祭り
日時／10 月 19 日㈯　午前 10 時開場
場所／八代更生病院
内容／屋外ステージ、露店、抽選会など
対象／どなたでも（駐車場有）
参加無料
問合せ／八代更生病院☎33-4205

◎パソコンを介して仲間になろう
パソコンは楽しいおもちゃ箱

【年賀状作成コース】
都合のいい日にお越しください
日時／10月13日㈰・23日㈬・27日㈰・　
　　　11月10日㈰・13日㈬・17日㈰・　
　　　27日㈬　　　　午後1時～3時
場所／NTT 八代支店 3 階会議室
対象／ Word を使用できる人
　　　要パソコン持込（XP 以降）
費用／1回：500円
その他／初心者コース、ワンポイントレッ 
          スン、超難関コース、 高専教授の
          サポートと高専学生による直接指
          導コースもあり
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

◎絵本の読み聞かせ
日時／毎月第2木曜日 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）
内容／親子で楽しめる絵本の読み聞かせ。
　　　季節の歌なども一緒に歌いましょう。
対象／0 歳～ 6 歳児と保護者
費用／無料
申込・問合せ／本町 1 丁目商店街振興組合
　　　　　上村☎070-5418-3685

◎八代養護学校創立40周年記念 秋まつり日時／10 月 27 日㈰　　　午前 9 時 45 分～午後 2 時 30 分場所／八代養護学校
内容／遊びランド、販売活動、ステージ　　　発表、各種団体による出店対象／どなたでも
参加無料（商品は有料）問合せ／八代養護学校 沖﨑☎32-3251

◎第 13 回 心と体の健康セミナー
｢目標達成とTA交流分析｣
日時／10月20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
対象／悩んでいる人、医療・福祉・教育・

　　　相談業務者、一般の人
定員／15 人
費用／1,500 円
問合せ／清原☎62-3355

◎第 23 回 やつしろマルシェ
日時／10月12日㈯　午前9時～午後2時場所／やつしろハーモニーホール内容／市内農家の旬の農産物や加工食品の販売問合せ／やつしろマルシェ生産者会　　　柿本☎050-3615-0605

◎がんと向き合う｢私のカルテ｣ in 八代
熊本県がん診療連携協議会 市民公開講座
日時／10月10日㈭ 午後7時～8時30分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／熊本県がん診療連携パス ｢私のカ
　　　ルテ｣ を紹介
対象／一般市民と医療者
定員／150 人程度
参加無料
問合せ／熊本県｢私のカルテ｣がん診療センター
　　　☎096-373-5763

◎聖愛幼稚園 1 日体験入園日時／10月31日㈭ 午前10時～11時30分場所／聖愛幼稚園内容／おもちゃを作って遊んだり幼稚園　　　のお友達と遊びましょう。対象／2 歳から
申込・問合せ／電話で予約（当日参加可）　　　　　聖愛幼稚園☎32-3303

◎発達障がいから学ぶ子育て
すべての子どもたちの支援のために
日時／11 月 8 日㈮　
　　　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／発達障がいを学び、子どもたちを見る　　　視点や関わり方を考える（発達障がいに　　　ついて知らない初心者向け）
講師／岡田稔久 くまもと発育クリニック院長対象／どなたでも
定員／50 人程度
参加無料
その他／託児有（生後6カ月以上、1人につき200円）申込・問合せ／ 11 月 2 日㈯までに
　　　　　グリーンコープ生協くまもと
　　　　　県南地域本部 木村☎34-4211

◎八代少年少女合唱団 団員募集
日時／毎週日曜日　午後2時～3時15分
場所／代陽公民館 多目的室
対象／幼稚園～小学6年
その他／10 月 6 日は休み
問合せ／田邊☎090-8769-9510
　　　　見学を希望する場合は事前連絡

◎不動産無料相談会
日時／10月4日㈮　午前10時～午後3時
場所／市役所 1 階ロビー
内容／不動産鑑定士による土地評価、そ
　　　の他不動産に関する相談
対象／不動産に関心のある人
問合せ／公益社団法人 熊本県不動産鑑定士協会
　　　☎096-385-5020

◎秋季バスハイク参加者募集
日時／10月27日㈰　市役所午前7時出発
場所／霧島大浪池
内容／日本一高い火山湖を散策
対象／どなたでも
費用／3,000円　小学生2,000円（保険、入浴代込）
その他／詳細は申込時に説明（雨天決行）
問合せ／八代山の会事務局
　　　谷川☎38-1300

◎第2回メルシャン八代不知火蔵 開放祭
日時／10月20日㈰　午前11時～午後3時
場所／メルシャン八代工場
内容／不知火蔵見学ツアー、抽選会、もっ
　　　 こすファイヤーお笑いショーなど
対象／どなたでも
参加無料（飲食は有料）
その他／駐車場完備。市街循環バスもご利用ください。
　　　　（ゆめタウン八代で下車、徒歩 1 分）
問合せ／メルシャン総務部 中島☎32-5121
　　　　E-mail:kaihousai@mercian.co.jp

◎八代メンネルコール 第35回定期演奏会
日時／10月26日㈯
　　　  開演：午後6 時30 分（開場：午後6 時）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／1 部：男声合唱曲集　黒人霊歌
　　　2 部：子どもの歌とアニメソング
　　　3 部：男声合唱組曲　｢富士山｣
対象／どなたでも
費用／500 円
問合せ／八代メンネルコール事務局
　　　緒方☎32-6786

◎第 249 回 八代火曜日会 10 月例会
｢妙見祭りをその日だけに終わらせないために｣
日時／10 月 8 日㈫　午後 7 時～ 9 時
場所／八代ホワイトパレス
講師／末吉駿一 末吉歴史文化研究所長
対象／どなたでも
参加無料
問合せ／藤門☎35-3345

◎国際ソロプチミスト 献血協力のお願い
日時／10月15日㈫ 午前10時～午後4時
場所／ゆめタウン八代
問合せ／国際ソロプチミスト 鋤馬把☎34-5151

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。
★12月号の掲載申込締切は、10/28㈪です。

伝言板

◎ジュニア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　
　　　（午前9時～正午）
場所／市内体育館
対象／小学 5 年までの小学生
費用／月 1,000 円（入団費 1,000 円）
問合せ／山下☎090-4342-5413

◎遺言・相続・許認可手続き無料相談
日時／10 月 6 日㈰　午前10時～午後3時
場所／ゆめタウン八代1階 スターバックス横
内容／行政書士が相談に応じます
対象／どなたでも（予約不要）
問合せ／熊本県行政書士会 八代支部
　　　鶴田事務所☎34-1628

◎ ｢税の広場｣ 開催
日時／10月27日㈰　午後1時30分～
場所／イオン八代
内容／税の学習と税金クイズ
対象／小学校高学年
参加無料
その他／参加者には記念品有
問合せ／公益社団法人八代地方法人会☎32-1393

◎第 28 回 平成病院 ふれあい文化祭
日時／10月12日㈯ 午前9時30分～午後3時
場所／平成病院中庭（雨天時は体育館）
内容／舞踊、大道芸、ちびっこゲーム、医療相談、
　　　チャリティーバザー、抽選会など
問合せ／平成病院☎32-8171


