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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。
★1月号の掲載申込は、11/1 ㈫～ 25 ㈮です。

◎日本フィルハーモニー交響楽団
　弦楽アンサンブルコンサート
日時／ 11月28日㈪ 午後7時開演
場所／厚生会館
内容／ヴィヴァルディ「四季」など
費用／全席指定（Ｓ席 5000円、Ａ席

4000円）※当日は各 500円増
問合せ／ＮＰＯ法人 You 倶楽部事務局

　☎ 34-1516

◎オヤジバンドメンバー募集
日時／第 1・3 木曜日 午後8時～ 10時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／ＧＳのコピーバンド。初心者歓迎。
問合せ／入江☎ 080-5249-7372

◎お手紙タイムカプセル
日時／ 12月31日㈯まで受付中
内容／ 2020年の自分や身近な人へ想い

を伝えませんか
費用／ 1通 100円（切手代含む・定型

50g まで・1 人何通でも可）
その他／お届け予定日 2020年7月1日
申込・問合せ／ 2020年みんなのお手紙

　　　　タイムカプセル実行委員会
　　　　　　潮﨑☎ 65-9990

◎熊本県社会福祉士会八代ブロック講演会
日時／ 11月26日㈯ 午後2時～ 4時30分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／演題「熊本地震 これまでとこれから」～社

会福祉士としての活動を通してみえるもの～
定員／ 50人　費用／無料（要申込）
問合せ／熊本県社会福祉士会八代ブロック

　☎ 090-2087-2646

◎第14回定期演奏会 女声合唱やつしろ
日時／ 11月27日㈰ 午後2時30分開演
場所／やつしろハーモニーホール
定員／ 500人　費用／ 500円
申込・問合せ／中村☎ 33-7339

◎酒害に悩んでいる皆さんへ
日時／毎週土曜日 午後7時30分～ 9時30分
場所／やつしろハーモニーホール
内容／アルコールで悩んでいる人や家族

の体験談・相談
問合せ／ＮＰＯ法人熊本県断酒友の会
　　　八代支部　岩本☎ 32-9658

◎水引幕に魅せられて ･･･ 八代妙見祭への想い
日時／ 11月19日㈯ 午後2時開演
場所／やつしろハーモニーホール
内容／神幸行事への親しみと理解を深

め、ユネスコ文化遺産登録への関心
と盛り上がりをはかるための講演会

定員／ 500人　費用／無料（申込不要）
問合せ／八代史談会　原岡
　　　☎ 090-2688-2441

◎マタニティスイミング教室
日時／ 11月1日㈫～ 12月27日㈫までの

毎週火・金・土曜日 午前11時30分～
午後0時30分（祝日、5 週目は休み）

場所／ＫＳ G 八代
内容／マタニティ時の運動不足、ストレス解消に
対象／妊婦（16 週以上経過している人）
定員／ 8人（先着順）
費用／ 1 回 500 円（3 回まで利用可）
その他／産婦人科医の当スクール指定許

可証明書が必要。
問合せ／ＫＳＧ八代☎ 32-1110

◎ボランティア園児無料英会話指導
日時／ 11月17日㈭から毎週火・木曜日 
　　午後5時40分～ 6時10分
場所／ＩＥＣ熊本国際大学校
内容／児童英語検定合格指導など
対象／園児（3歳～ 6歳）　
定員／各クラス 15人
費用／補助教材費 2000 円（年間）
　　諸経費 1000 円（月額）
問合せ／同校園児英会話担当係
　　　☎ 35-5430

◎シャディ東京画廊ギャラリー
【第25回熊本奎星会書道展】
日時／ 11月2日㈬～ 8日㈫ 
　　午前10時～午後5時　最終日は午後4時まで
内容／書を展示。入場無料。

【第10回さわやか大学八代校ＯＢ会作品展】
日時／ 11月11日㈮～ 18日㈮ 
　　午前10時～午後5時
　　11日㈮は午後1時～ 5時
　　18日㈮は午前10時～正午
内容／絵画、写真など展示。入場無料。

【新葉彩画 光と影展】
日時／ 11月23日㈬～ 29日㈫ 
　　午前11時～午後5時　最終日は午後4時まで
内容／葉彩画を展示。入場無料。
場所／シャディ東京画廊 2 Ｆギャラリー
問合せ／同画廊☎ 39-7133

◎チャリティーバザー
日時／ 11月19日㈯ 午前11時～
場所／宗弘駐車場前（本町二丁目）
内容／食料品、衣類、日用品など出品。
問合せ／国際ソロプチミスト八代
　　　前田☎ 090-2859-0055

◎小原流八代支部南地区～みんなの花展～
日時／ 11月26日㈯ 午前10時～午後5時
　　　11月27日㈰ 午前10時～午後4時
場所／やつしろハーモニーホール
内容／クリスマス花やお正月花など展示。
問合せ／溝口☎ 34-4581

◎スポーツによる復興支援イベント in まつたか
日時／ 11月20日㈰ 午前8時30分開会
場所／松高小学校体育館
内容／ニュースポーツ 4 競技
対象／どなたでも　費用／無料
定員／ 15 チーム程度（1 チーム 10 人～ 15 人）
その他／子どもだけでの参加は不可。保

　護者同伴。
申込締切／ 11月15日㈫
問合せ／市体育協会☎ 62-8130

◎糖尿病週間と第51 回市民公開講座
日時／ 11月9日㈬ 
　　午後1時30分～4時 無料健診
　　午後6時～ 講演「最近の糖尿病治療」
場所／熊本総合病院　費用／無料
問合せ／同病院☎ 32-7111

◎そよ風パークと古事記のたび
日時／ 11月11日㈮ 午前8時～午後5時
場所／代陽公民館集合
内容／そよ風パークと古事記の地を巡る
定員／ 28人　
費用／ 4000円（会員は 3000円）
申込・問合せ／八代市生涯学習クラブ
　　　　　　有野☎ 38-3450 ◎糖尿病週間行事・医療安全推進週間について

【糖尿病週間行事】
日時／① 11月15日㈫、16日㈬ 
　　　午前 9 時 30 分～正午
　　　無料血糖測定・相談・食品展示
　　② 11月16日㈬ 午後2時～ 3時30 分
　　　講演会

【医療安全推進週間】
日時／ 11月20日㈰～ 26日㈯ 
　　午前8時15分～午後5時
　　医療安全への取り組み紹介など
対象／どなたでも　費用／無料
場所／熊本労災病院
問合せ／同病院☎ 33-4151

◎ペアレントメンターについてのお話
日時／ 12月1日㈭ 午前 10 時～正午
場所／スイートカフェ・まーぶる
定員／ 20 人
費用／飲食代として 200 ～ 400 円
問合せ／グリーンコープ生協くまもと県

　南地域本部☎ 34-4211

◎八代工業高校文化祭
日時／ 11月5日㈯ 午前9時～ ステージ
　　　午前10時30分～午後2時 
　　　ものづくり体験や展示、バザーなど
場所／八代工業高校
問合せ／同高校☎ 33-2663

◎熊本高等専門学校 講座受講生募集
日時／① 12月3日㈯、10日㈯、17日㈯

の全 3回 午前 9 時～午後5時
　　　② 12月17日㈯ 午前10時～午後4時
場所／熊本高等専門学校（八代キャンパス）
内容／① 3D ｰ CAD による設計・試作講座
　　　②放射線測定実習と放射線飛跡の観察
対象／①社会人・一般　②関心のある人
定員／① 16 人　② 20 人
費用／① 3000 円　② 1000 円
申込締切／① 11月11日㈮ ② 11月25日㈮
問合せ／同校（熊本キャンパス）
　　　☎ 096-242-6433

◎中九州短期大学　公開講座
【第1回】 講師：深町氏　
日時／ 11月26日㈯ 午前9時～ 11時
内容／パソコンを使って年賀状を作ろう
定員／ 20 人　費用／ 100 円

【第2回】第1部講師 :田邊氏　第2部講師 :森本氏
日時／ 12月3日㈯
　　　1部 : 午前9時～ 10時10分
　　　2部 : 午前10時30分～ 12時30分
内容／ 1部 : クリスマスソングをハンドベルとともに
　　　  2 部 : 消しゴムはんこをつくろう
定員／各10人　費用／ 1部 : 無料　2 部 :100 円
場所／中九州短期大学
問合せ／同大学公開講座係☎ 34-7651


