◎国際ソロプチミスト八代 チャリティーディナーショー

日時／3月14日㈫ 午後6時30分開演
場所／八代ホワイトパレス
内容／黒岩静枝（ジャズの夕べ）
定員／400人
費用／ 10000 円
（ディナー・ドリンク・サービス料含む）
その他／収益は地元女子高校生への奨学
生支援のために使います
問合せ／国際ソロプチミスト八代
前田☎090-2859-0055

◎女声合唱アマービレ団員募集

日時／毎週土曜日 午後1時30分～ 3時30分
場所／コミュニティ児童館あまがえ
内容／基本の発声からコーラスを楽し
む。見学歓迎
対象／どなたでも
費用／月 3000 円
問合せ／女声合唱アマービレ
田中☎ 090-5083-9671

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。

★ 5月号の掲載申込は、3/1 ㈬～ 24 ㈮です。
◎不登校で悩んでいる人へ

◎もぐもぐの会

日時／ 3月20日㈷ 午前10時30分～午後1時
場所／やつしろ子ども劇場事務所
内容／食べ物をテーマにした表現あそび
ワークショップ
対象／ 0 歳～ 3 歳児親子
定員／ 10 組
費用／ 1 組 1000 円、子ども 1 人追加
500 円（要申込）
その他／簡単な軽食付き
問合せ／やつしろ子ども劇場
☎ 35-3909

◎初心者向け 実践チェーンソー講習会

日時／ 3月20日㈷
午前9時30分～午後4時
集合場所／東陽交流センター「せせらぎ」
駐車場
内容／チェーンソーの取扱い、整備、使
用方法、伐倒の基本について実践的
に学ぶ
対象／チェーンソーの活用を考えている人
定員／ 5 人程度
費用／ 3000 円（テキスト代、保険料、
燃料費など）※再受講 1500 円
その他／作業のしやすい服装、昼食持参
問合せ／里山クラブ・どんごろす
清原☎ 090-3017-9634

◎市立第一中学校吹奏楽部 第35回定期演奏会

日時／ 3月26日㈰ 午後 1時30分開演
（午後1時開場）
場所／厚生会館
内容／第 1 部 クラシックステージ
第 2 部 代陽小学校吹奏楽部ステージ
第 3 部 ポピュラーステージ
第 4 部 ステージドリル
費用／無料 （座席自由）
問合せ／同校 石川☎ 32-7103

◎ボランティア園児無料英会話指導

日時／ 4月6日㈭から毎週火・木曜日
前半 : 午後4時50分～ 5時20分
後半 : 午後5時40分～ 6時10分
場所／ＩＥＣ熊本国際大学校
内容／会話や読み書き、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 20 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
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日時／ 3月4日㈯ 午後2時～ 4時30分
場所／八代教育会館（大手町 1 丁目）
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
グや情報交換会
対象／どなたでも
費用／ 200 円
その他／奇数月第 1 土曜日に例会開催
不登校・非行などの相談は随時受付
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

◎ソフトバレー部員募集

日時／毎週土曜日 午後8時～ 10時
場所／市立第三中学校体育館
内容／健康目的
対象／男女どなたでも
定員／ 14 人
費用／月 500円
問合せ／ハーレイクラブ
成田☎ 080-1782-6248

◎やさしい中国語会話初級講座
◎竜峰山の山開きとハイキング

日時／ 3月5日㈰ 午前9時集合
場所／竜峰山 5合目広場
内容／安全祈願の神事の後に頂上まで会
員とハイキング
対象／一般市民
その他／先着 100人に紅白饅頭を進呈
雨天決行
問合せ／八代山の会 野上☎ 32-9310

◎みんなで歌おう！歌声サークル

日時／ 3月12日㈰
午前10時～ 11時30分
場所／鏡文化センター
内容／童謡・唱歌・昭和歌謡を思い出と
ともにみんなで一緒に歌う
対象／歌が好きな人
定員／ 20 人
費用／ 800 円
その他／歌いたいときだけの参加可
毎月 1 回開催
問合せ／歌声サークル
加來☎ 090-8356-1190

日時／ 3月11日㈯～ 11月25日㈯
毎週土曜日 午後7時～ 9時
場所／八代公民館
内容／発音から始め、簡単な日常会話を
学習
講師／丸吉東鳴
対象／高校生以上
定員／30 人程度
費用／月２０００円
テキスト／かあいしいぱ！中国語
（白帝社）各自購入
問合せ／同講座ニイハオ学習会
松本☎ 080-3955-9487

◎市立第五中学校吹奏楽部 第12回定期演奏会
日時／ 3月19日㈰

午後2時開演
（午後1時30分開場）
場所／市立第五中学校体育館
対象／どなたでも
費用／入場無料
問合せ／同校☎ 32-3259

◎災害ボランティア研修会
◎菊池恵楓園でのお花見交流会

日時／3月25日㈯
午前9時～午後4時30分
場所／菊池恵楓園
集合場所／西宮・上日置集会所
内容／園内施設を解説つきで見学し、ハ
ンセン病回復者
（元ハンセン病患者）
や支援者のみなさんと桜の木の下で
交流
対象／どなたでも
定員／先着 20 人
費用／大人 4000 円、高校生以下 2000 円
（バス代・飲食代含む）
申込締切／ 3月18日㈯
申込み・問合せ／人権ＮＰＯちなもい
有馬☎090-9793-8641

日時／ 3月25日㈯
午前9時30分～午後2時40分
（受付 : 午前9時～）
場所／鏡消防署
内容／講話「熊本地震の実際に学ぶ」
実技 心肺蘇生法ＡＥＤ演習
実技 アルファー米の炊き出し演習
実技 救急法運搬法などについて
対象／団体、一般市民
定員／ 100 人（定員になり次第締切）
費用／無料
その他／動きやすい服装で飲料水持参
昼食あり
申込締切／ 3月21日㈫
申込み／市ボランティア連絡協議会事務
局（市社会福祉協議会内）
☎ 62-8228
問合せ／同会会長 橋口☎ 32-4910

