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　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。
　◆伝言板の内容に関する問合わせは、直接、情報提供者へ。
　◆５/1号の締切は、３/28㈮です。

◎八代演奏家協会創立35周年記念特別演奏会
3/8㈯午後6時 (午後5時30分開場)
ところ：やつしろハーモニーホール　
内容：モーツァルト 歌劇「フィガロ
の結婚」全 4幕入　場料：一般 2,500
円、学生 1,200 円　問合せ：藤岡
☎ 33-4523

◎第9回女声合唱やつしろコンサート
3/15 ㈯午後 6 時 30 分～（午後 6時
開場）　ところ：やつしろハーモニー
ホール　入場料：500円　
問合せ：靍池☎ 32-2042

◎八代市立第五中学校第3回定期演奏会
3/16 ㈰午後 1 時 30 分～（午後 1時
開場）　ところ：八代市立第五中学校
体育館入場料：無料　問合せ：村橋（第
五中学校）☎ 32-3259

◎第12回スプリングコンサート
3/20 ㈭午後 5 時 30 分～（午後 5時
開場）　ところ：やつしろハーモニー
ホール　入場料：500円（小学生以上）
問合せ：鶴田（八代白百合学園高等学
校）☎ 32-2354

◎八代市立第四中学校吹奏楽部第17回定期演奏会
3/22 ㈯午後 1 時 30 分～（午後 1時
開場）　ところ：やつしろハーモニー
ホール　入場料：無料
問合せ：第四中学校☎ 32-3255

◎八代市立鏡中学校吹奏楽部第21回定期演奏会
3/23 ㈰午後 2 時～（午後 1時 30 分
開場）　ところ：鏡文化センター　入
場料：無料　問合せ：村岡（鏡中学校）
☎ 52-0107

◎中九州短期大学公開講座
3/25 ㈫午後 1時 30分～ 2時 40分
内容：くらしの中に経営感覚を！～
資産運用を中心に～　定員：20 人　
3/25 ㈫午後 3時～ 4時 10分　内容：
みんなで考えようストレス社会～登校
拒否・依存症・DV ～　定員：20 人
3/26 ㈬午後 1時 30分～ 4時　内容：
ピアノとハンドベルの響きを体感し
てみよう！～ピアノ初心者講座～　定
員：10人　ところ：中九州短期大学
受講料：無料　申込締切：3/18 ㈫午
後 5時迄　申込・問合せ：中九州短期
大学☎ 34-7651

◎淡島神社大祭のご案内
3/2 ㈰午前 9時～　ところ：淡島神社
内容：松高幼稚園の踊り、秀岳館高校
による雅太鼓の奉納、餅投げほか
問合せ：高島第二町内 (植原 )
☎ 090-4993-8386

◎国際ソロプチミスト八代20周年
記念　チャリティーディナーショー
3/28 ㈮午後 7時～　ところ：八代ホ
ワイトパレス　内容：ソプラノ＆バス
による歌の贈り物（バス歌手：佐藤泰
弘氏、ソプラノ歌手：谷口美里氏）　
料金：10,000 円（ディナー、ドリンク、
サービス料込み）　問合せ：守田（八代
ホワイトパレス内）☎ 35-0005

◎リスイ グラウンド・ゴルフ大会
3/13 ㈭午前 10 時～（午前 9時受付
開始）※雨天中止　ところ：県営八代
運動公園　定員：100 人　参加費：1
人 500 円（保険料込み）
※申込方法など詳細については、お問い
合わせください。
申込・問合せ：宮良（県営八代運動公園）
☎ 37-0006

◎ ｢子どもと向き合うために｣ 講演会
～ジェントル・ティーチングに学ぶ人間関係～
3/15 ㈯午後 2 時～ 4 時（午後 1 時
30分受付）　ところ：やつしろハーモ
ニーホール　　講師：十島真理氏（き
ずな学園施設長）　参加費：800 円　
申込・問合せ：植草☎ 35-2190

◎園児のための無料英会話
4/15 ㈫から毎週火・木曜日午後 5時
～ 5時 30 分、午後 5時 40 分～ 6時
10 分　ところ：IEC 九州国際カレッ
ジ専門学校　定員：各クラス 15人（先
着順）　申込・問合せ：IEC 九州国際
カレッジ専門学校☎ 35-5430

◎第3回春休み「子どもものづくり教室」
3/30 ㈰午前 10 時～正午　ところ：
太田郷公民館　対象：小・中学生（保
護者同伴であれば就学前も可）　定員：
15人（先着順）　内容：ジュースがあっ
という間に炭酸ジュースになるよ、簡
単アイスクリームつくり～ドライアイ
スクリーム　申込み：3/5 ㈬午後 5時
迄　問合せ：樽海（八代コカリナ合奏
団）☎ 34-5046

◎東陽町公民館クラブ「前結び着付教室」
第 1・3 月曜日午前 10 時～正午　と
ころ：東陽町公民館　会費：月 2,000
円　問合せ：上村☎ 65-2023（夜間）

◎剛柔流空手道　雙武館
毎週水・木曜日午後 7時～ 9時
ところ：太田郷公民館　対象：小学生
以上　会費：月 2,000 円
問合せ：細井☎ 090-4475-4144

◎第10回 TMC話し方・マナー受講者コンテスト
3/2 ㈰午前 9時～正午　ところ：やつ
しろハーモニーホール　内容：市内各
教室のスピーチや司会発表　入場料：
無料　問合せ：潮崎☎ 65-9990

◎龍峯山の山開き
3/2 ㈰午前 9時 30 分～　ところ：龍
峯山五合目駐車場　問合せ：谷川☎
35-8057

◎フラダンスクラブ
毎週月曜日午前 10 時～正午（第二月
曜日を除く月 3回）　ところ：サンラ
イフ八代　会費：月 1,500 円程度
問合せ：清田☎ 34-1573

◎八代STS ソフトテニス中級者
毎週火・木曜日午後 8時～ 10時
ところ：八代コミュニティー広場テニ
スコート　対象：中学・高校生
会費：月 4,000 円　申込・問合せ：
中村☎ 090-2502-9837

◎八代史談会市内史跡めぐり
3/9 ㈰午後 1時～ 4時 30分 
集合：午後 12 時 50 分までに市役所
東玄関前　内容：光円寺など通町周辺
の史跡文化財見学　参加費：無料　受
付：当日　問合せ：蓑田☎ 34-0691

◎日本拳法 八代ジュニアクラブ
毎週土曜日午後 8時～ 9時（月 4回）
ところ：八代総合体育館　対象：5歳
～中学生　※親子での参加もできます。
問合せ：日本拳法八代ジュニアクラブ
（八代子供守る会内）☎ 31-8515（午
後 1時～ 5時）

◎年金受給者協会グランドゴルフ大会
3/18 ㈫午前 8 時 30 受付　ところ：
球磨川河川敷運動公園　申込締切：3/
4 ㈫　申込・問合せ：藤井☎ 33-5858
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