◎熊本子どもミュージカル 第4回公演
（チャリティ－公演）

日時／ 8月11日㈷ 午後2時30分開演
（午後2時開場）
場所／厚生会館
内容／熊本県の子どもたちによる「桃太
郎」を新しい視点で作り上げ、歌
やダンスいっぱいにした本格的な
ミュージカル
対象／幼児～大人
定員／ 964名
費用／無料
その他／毎週東京から一流講師を迎えて
稽古を行っている熊本県在住の子ど
もたちの劇団。随時劇団員募集。
問合せ／小幡☎ 090-2719-4008

◎子ども英会話指導法のアイデアシェア

内容／子ども英会話指導法のアイデア
シェアをしませんか。お互い考えつ
いたアイデアを交換してブラッシュ
アップできる楽しい小グループを作
りましょう。
（物品販売、宗教など
の話をする人は一切お断りします）
対象／子ども英会話講師
を個人でしている人
定員／ 5 ～ 6 人
費用／無料
申込み／髙妻（こうづま）
☎ 080-3053-4152

◎ 24時間テレビ39「愛は地球を救う」
【募金】
日時／8月20日㈯、27日㈯、28日㈰
※会場によって時間が異なりますの
で要確認
会場／やつしろハーモニーホール、八代
宮鳥居前、イオン八代店、ふれあい
センターいずみ、アーバン鏡店、マ
ルショク日奈久店など
【イベント】
●オープニングセレモニー
8月27日㈯ 午後1時開演
イオン八代店
●さわやかヤングステージ
8月20日㈯ 午後1時開演
やつしろハーモニーホール
問合せ／八代ボランティア協力会
柴田☎090-4585-1991

◎英語対訳で読む『源氏物語』

日時／隔週土曜日（8月は6日、20日）
午前10時～11時30分
場所／八千把公民館
内容／『源氏物語』を古文と英語訳で読
む。現在は「末摘花」
対象／どなたでも
費用／ 1 回 700円（ テキスト・会場費
含む）
問合せ／坂本 ☎ 51-5018

◎八代高等学校 八代中学校
吹奏楽部 合唱部 合同定期

演奏会

◎プログラミング体験
日時／9月4日㈰ 午前9時～正午
受付：午前8時30分～
場所／熊本高等専門学校八代キャンパス
内容／簡単なゲームプログラミング
対象／小学校 5・6 年生
定員／20人程度
費用／無料
持参品／ USB メモリ（1GB 以上）
その他／FAX かメールで申込み。申込
時に、小学校名・学年・氏名・郵
便番号・住所・電話番号を連絡く
ださい。
申込締切／8月24日㈬必着
申込・問合せ／同キャンパス総務課企画係
☎53-1390 D53-1219
G:so-kikaku@kumamoto-nct.ac.jp

◎熊本高専サマーセミナー 2016
日時／8月21日㈰ 午前10時～午後4時
受付：午前9時30分～
場所／熊本高等専門学校八代キャンパス
内容／プログラミングの基礎を勉強し、
ゲームを作成
対象／中学生
定員／30人程度
費用／無料
持参品／ USB メモリ（1GB 以上）
その他／FAX かメールで申込み。申込
時に、中学校名・学年・氏名・郵
便番号・住所・電話番号を連絡く
ださい。
申込締切／8月8日㈪必着
申込･問合せ／同キャンパスサマーセミナー係
☎53-1390 D53-1219
G:so-kikaku@kumamoto-nct.ac.jp
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日時／ 8月11日㈷ 午後2時
開演
場所／やつしろハーモニー
ホール
費用／無料
問合せ／同学校吹奏楽部☎
33-4138

◎スポンジ人形 いも虫くんをつくろう
日時／ 8月28日㈰
午後1時30分～3時30分
場所／宮嶋財団メモリアルホール
内容／スポンジでいも虫人形を作る
対象／幼児親子～小学生（要申込）
※小学生は子どもだけでも可
定員／先着 30 人
費用／材料費 1 セット 300 円
持参品／手にあったハサミ
問合せ／やつしろ子ども劇場
☎ 35-3909

◎平成28年度八代東高等学校同窓会総会

日時／ 8月20日㈯ 午後5時～
場所／八代ホワイトパレス
対象／同校卒業生全員
費用／ 7000円（食事付き）
申込み・問合せ／前田☎ 33-1600

◎八代ウインドオーケストラ 定期演奏会

日時／ 9月3日㈯ 午後7時開演
場所／厚生会館
内容／音楽で八代を元気に！！いろんな
ジャンルの曲をお楽しみください。
対象／どなたでも
定員／約 1000 人
費用／無料
その他／指揮：橋本正臣、岩見浩史
問合せ／田川☎ 32-6279

伝言板
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月号の掲載申込締切は、8/25 ㈭です。
◎ミニバレー会員募集

日時／毎週1回 午後8時～9時30分
※日にちは要確認
場所／サンライフ
内容／健康目的のため、試合参加なしの
愛好会です。
対象／ 40歳以上の女性のみ
費用／ 3 ヶ月ごとに1300円、初回保険
料500 円
問合せ／カラーズ
橋口☎ 080-3578-6913

◎ペットボトル救命胴衣を作ってみませんか

日時／ 8月18日㈭ 午後1時～3時
場所／グリーンコープ・スイートカフェ・まーぶる
対象／どなたでも
定員／ 15 人
費用／無料
持参品／ふた付きのペットボトル（10
㎏ ～ 20 ㎏ の 人：500 ㎖ 4 本、20
㎏～ 40㎏の人：2ℓ 2 本、40㎏～
80㎏の人：2ℓ 4 本）
・綿製のひも（9
㎜～ 11㎜のひも 2 ～ 3 ｍ）
・リュッ
クサック（丈夫な生地の手提げでも
可）
問合せ／グリーンコープ・スイートカ
フェ・まーぶる☎ 35-5577

◎草木染教室

日時／ 8月3日㈬ 午後1時～3時
場所／グリーンコープ・スイートカフェ・まーぶる
内容／玉ねぎの皮でハンカチを染める
対象／どなたでも
定員／ 15 人
費用／ 1000 円（布代含む）
持参品／玉ねぎの皮 2 ～ 3 個分
問合せ／グリーンコープ・スイートカ
フェ・まーぶる☎ 35-5577

◎八代少年少女合唱団 第42回定期演奏会

日時／ 8月21日㈰ 午後2時開演
（午後1時30分開場）
場所／鏡文化センター
内容／第1部 ディズニーのおとぎの世界
第2部 日本の歌
第3部 ポピュラー名曲集
第4部 杉並ミュージカル
「夢いっぱいのこの胸を」
費用／ 1000 円（小学生未満無料）
その他／第43期団員募集（幼稚園～小
学校 6 年生まで、歌が好きならど
なたでも）
問合せ／森☎ 090-3734-0087

