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                                   笑顔 de あいさつ  しあわせ発信！八代市
◎八代白百合学園高校 スプリングコンサート
日時／3 月 23 日㈰
　　　午後2時開演（午後1時30分開場）
場所／パトリア千丁（千丁文化センター）
費用／前売り券 500 円、当日券 600 円
問合せ／八代白百合学園高等学校☎32-2354

◎子育てセミナー
日時／3月22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／子どもを勉強好きにするには
講師／一般社団法人倫理研究所 橋本多實子氏
対象／乳児、学童がいる親
費用／200 円（資料代）
問合せ／社団法人倫理研究所
　　　家庭倫理の会 太田☎33-7274

◎ボランティア 園児無料英会話指導
日時／毎週火曜日と木曜日
　　　午後 5 時～ 5 時 30 分か午後 5 時
　　　40 分～ 6 時 10 分のクラス
場所／学校法人井本学園IEC熊本国際大学校
内容／英語スピーチ・歌・読み・書きの指導など
対象／園児（3 歳～ 6 歳）
定員／各クラス15人（合計30人）
費用／補助教材費 2,000 円（年間）
　　　諸経費 1,000 円（月）
その他／4 月 10 日㈭から開始
問合せ／IEC 熊本国際大学校
　　　園児英会話担当係☎35-5430

◎ミュージック オン ステージ  スプリングコンサート
日時／3 月 9 日㈰
　　　第1部（ソロ）　午後1時30分～
　　　第2部（アンサンブル）　午後5時～
場所／やつしろハーモニーホール
内容／音楽グループや個人の演奏
問合せ／城☎32-8126

◎第9回 第五中学校吹奏楽部 定期演奏会
日時／3 月 22 日㈯
　　　午後2時開演（午後1時30分開場）
場所／第五中学校
問合せ／第五中学校 溝俣☎32-3259

◎やつしろマルシェ
日時／3 月 8 日㈯　午前 9 時～午後 2 時
場所／やつしろハーモニーホール 玄関前通路
内容／市内の農水産物生産者と消費者との
　　　交流イベント。新鮮な野菜などの販
　　　売、食体験など
問合せ／やつしろマルシェ生産者会事務局
　　　柿本☎070-5413-4901

◎ソフトテニス 「八代ジュニア」 メンバー募集
日時／毎週水曜と金曜日　午後5時～7時
場所／八代市コミュニティー広場
対象／小学 1 年～ 6 年生
費用／月3,000 円程度
問合せ／亀山☎37-0606

◎親子でキャンプ・ビギナーズ
日時／3月30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／テント立て、釜戸作り、簡単な野外調理など
対象／どなたでも（親子大歓迎）
費用／500 円（野外調理の材料費など）
問合せ／ボーイスカウト八代第5団
　　　内田☎32-6731

◎第7回 菜の花ウォークinやつしろ 参加者募集
期日／3 月 21 日㈮
　　　スタート：午前10時（受付：午前9時～）
集合場所／農事研修センター（鏡町内田1339-1）
定員／200 人　　コース／3km・6km
費用／一般2,000円、オーナー1,700円、
　　　小学生（10 歳以下）700 円
　　　参加費には、弁当・土産･ なの花オ
　　　イル・保険代などを含む
　　　※小学生の費用になの花オイルは含まない
その他／3月12日㈬締切、参加費事前振込
問合せ／やつしろ菜の花ファーム987実行委員会
　　　稲津☎090-9075-6817

◎「菜の花畑」オーナーさん募集期日／3 月 31 日㈪まで　　場所／鏡町費用／一口1万円（何口でも応募可）内容／菜の花の種まきなど。菜の花オイ　　　ル、菜の花米、蜂蜜などの菜の花　　　畑の商品をプレゼント
問合せ／やつしろ菜の花ファーム 987　　　岡☎52-0965

◎八代市老人クラブ連合会 会員募集
内容／町内に老人会が無いため、各種講座に
　　　参加できない人がいます。この現状を
　　　解消するため、八代市老人クラブ連合
　　　会直轄の老人会を設立しました。
対象／町内に老人会が無い人
費用／年1,500 円
問合せ／柳澤☎090-3225-7608

◎スズメバチ対策 ハチトラップづくり教室日時／3月29日㈯　午前9時30分～正午場所／立神峡里地公園
内容／スズメバチの生態系の勉強と女王蜂を駆　　　除する「ハチトラップ」の仕掛け作り体験対象／どなたでも（小学生は保護者同伴）定員／10人（要予約）　費用／500円（材料費と保険料）問合せ／清原☎090-3017-9634

◎ママシンガー募集
日時／毎月、平日と日曜各 3 回（計 6 回）
　　　午前 10 時～正午
場所／代陽公民館、太田郷公民館など
内容／ママゴスペルサークルアルペー　
　　　ジュでのライブ活動と練習
対象／歌が大好きなお母さん（0歳児～子ども連れ可）
費用／月 2,000 円
問合せ／小林☎080-6002-5258

◎第四中学校吹奏楽部 第23回定期演奏会日時／3 月 16 日㈰
　　　午後1時30分開演（午後 1 時開場）場所／やつしろハーモニーホール問合せ／第四中学校☎32-3255

◎第一中学校吹奏楽部 第32回定期演奏会
日時／3 月 22 日㈯
　　　午後1時30分開演（午後 1 時開場）
場所／厚生会館
問合せ／定期演奏会実行委員長 村岡☎32-3763

◎秀岳館高校 陶芸教室 講座生募集
日時／4月17日㈭～7月17日㈭
　　　毎週木曜日　午後4時～7時
場所／秀岳館高校
対象／13 歳（中学生）以上
定員／40人　　費用／8,000円（4カ月分）
申込･問合せ／往復ハガキで秀岳館高校陶芸教室まで
　　〒866-0881八代市興国町1-5☎33-5134

　◎やさしい中国語会話 初級講座期日／3 月 8 日㈯～
　　　毎週土曜 午後 7 時～ 9 時場所／八代公民館（新地町 6-3）内容／発音から始め、簡単な日常会話や　　　歌などを学習
講師／丸吉東鳴氏　　対象／高校生以上定員／30 人　　費用／月2,000 円その他／白帝社「みんなで話す中国語」各自購入問合せ／ニイハオ学習会 松本☎32-4212

◎市内史跡めぐり
日時／3月8日㈯　午後1時～4時30分
内容／浄信寺など本町一丁目周辺地区の
　　　史跡文化財見学
当日申込、参加無料、市役所東玄関前集合
問合せ／八代史談会 蓑田☎34-0691

◎八代地域福祉交流の集い
日時／4 月 13 日㈰　
　　　正午開演（午前 11 時開場）
場所／やつしろハーモニーホール
内容／式典、福祉功労賞表彰、アトラクショ
　　　ン「響け心の祭典」、お楽しみ抽選会
参加無料（要入場整理券）
問合せ／柴田☎090-4585-1991

◎やつしろウォーキング協会 会員募集
費用／年会費：個人2,000円、夫婦3,000円
内容／毎月 1 ～ 2 回の例会で、県内の名所
　　　旧跡を巡る。電車やバスなどで移動
　　　する場合は交通費が必要
問合せ／やつしろウォーキング協会事務局
　　　徳田☎53-9200

◎フラダンス発表会
日時／3月23日㈰　午後1時30分開演
場所／やつしろハーモニーホール
入場無料
問合せ／発表会実行委員会 奥田☎35-2031

◎第32回 健康保険 熊本総合病院 市民公開講座
「ピロリ菌除去と胃がんの予防」
日時／3 月 5 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
講師／吉松眞一 副院長
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

◎懐メロ巡回喫茶
場所・日時／【やつしろハーモニーホール】

（毎月）　　　第1土曜　午後2時～3時30分
　【植柳公民館】 第1火曜 午前10時～11時30分
　【坂本公民館】 第1火曜 午後2時～3時30分
　【宮地公民館】 第3火曜 午前10時～11時30分
　【八千把公民館】 第1金曜 午前10時～11時30分
　【高田公民館】 第2金曜 午前10時～11時30分
内容／みんなで歌う会
対象／高齢者　　定員／ 10 人
費用／500 円（参加当日のみ）
問合せ／鈴木シンシ☎32-5855

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。
★ 5月号の掲載申込締切は、3/26 ㈬です。

伝言板


