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◎毎月11日は『人権を確かめあう日』
日 曜

行

事

クラブ名

活動日

5日／10：30市老連理事会（ハーモニーホール）

時間

1 日

高田小：家庭訪問（奈良木）

囲碁同好会・高田囲碁クラブ

2・9・16・23

13:00

2 月 つく保：始業式

五中：家庭訪問（奈良木）

オカリナ･ハーモニカ

9・23

19:00

3 火

民児協：例会

ヨガ教室（リ・クリエート）

3・10・17・24 20:00

4 水 あけ保：入園式

17 火

吟詠クラブ

3・8・15・22

14:00

5 木

18 水 つく保：交通安全指導

ひまわり会

3・10・17・24 14:00

6 金 あけ保：家庭訪問（～10日）

19 木 あけ保：身体測定

詩吟クラブ

3・10・17

高老連

〃 ／13：30髙老連理事会（高田コミセン）
19日／9：30市老連総会（ハーモニーホール）

1日／10：00遙拝神社清掃
〃 ／11：00花見（遙拝神社）
豊原上町
遙寿会

8日／13：00役員会例会（上町公民館）
15日／10：00総会（上町公民館）

19:30

7 土 つく保：入園式・進級式

高田小：家庭訪問（上町・本野町）

ストレッチ＆ダンベル 4・11・18・25 10:00

毎週火曜／15：30子供見守り（元川上商店前）

8 日

五中：家庭訪問（上町・本野町）

絵画クラブ（マーブル） 4・18

13:00

4日／13：30資料作り（高田コミセン）

懐メロクラブ

25

13:30

高田小：家庭訪問（下２）

らくらく３B体操

5・12・19・26 10:00

五中：家庭訪問（下２）

生花クラブ

12・26
6・13・20

9 月 高田小：就任式・始業式・入学式準備

20 金 あけ保：誕生会

五中：就任式・始業式
10 火 あけ保：定期健康診断

21 土 つく保：お見知り遠足

日舞

五中：入学式

22 日

八代吹奏楽愛好会
14・28
19:00
【お知らせ】
太極拳クラブは、当面下記に移行（無料体験可）
・太田郷コミセン／10：00～11：30（金曜日）
・代陽コミセン／13：30～15：00（月曜日）
＜連絡先＞上水 ☎32-6855、090-8226-7457

23 月 あけ保：交通安全指導

五中：学力検査（～12日）

高田小：家庭訪問（中町・下１）

12 木
13 金 あけ保：非常訓練

五中：家庭訪問（中町・下１）
24 火 高田小：家庭訪問（東町・西１）

14 土 つく保：家庭訪問
15 日

25 水 高田小：家庭訪問（西２・平山）
五中：家庭訪問（西２・平山）

団体名

活動日

時間

元気体操

13・20・27

13:00

26 木

小原流いけばな

2・16

19:00

27 金 つく保：誕生会

大正琴クラブ

9・16

10:00

リ・クリエート（チェアーヨガ）

4・16・25

10:00

28 土 つく保：家庭訪問

リ・クリエート（ダイエットヨガ）

1・8・29

19:00

昭和の日
30 月 振替休日

※都合により、上記の日程が変更になることがあります。

五中：授業参観・PTA総会・部活動振興会・歓送迎会

29 日

（対象）
今回の講習会は提供会員への登録を希望する人を対象と
しています。子育て支援に理解と熱意があり、安全に子どもを
預かることができる満20歳以上の健康な人、ぜひご参加くだ
●第４回パノラマウォーキング
さい。
４月２２日(日) １０：００～１２：３０ （小雨決行）
＊安心、安全に援助活動を実施するためには受講が必要で
※受付／９：３０～（球磨川河川敷公園 萩原橋下広場）
す。援助活動は受講後の会員証交付後からになります。
★たっぷりコース（往復６ｋｍ）
球磨川河川から遙拝神社周辺を山歩き。
（日時）
★ゆったりコース（往復３ｋｍ）
第1日 ５月１７日（木）９：００－１７：００ 太田郷コミセン会議室
長い距離が苦手な方、小さなお子様連れ（ベビーカー）、
第2日 ５月２０日（日）９：００－１７：００
〃
車イスの方でもOK。
第3日 ５月２１日（月）９：００－１７：００
〃
・お楽しみおやつの提供
講習は、３日間全日程の受講が基本になっています。一部 ・地域の農産物やお菓子等の販売
都合がつかない場合はご相談ください。参加料は無料です。 ・公園内でニュースポーツ、チャレンジ・ザ・ゲーム大会等
顔写真（2.5㎝×3㎝ 2枚）と筆記用具をご持参ください。
☆豆腐の味噌づけ販売、包丁とぎ あり
（参加費）「リ・ボンズ」会員／大人５００円、中学生以下１００円
（申込み・問合せ）
会員でない方／大人１，０００円、中学生以下５００円、
５月１１日（金）までに、
未就学児１００円
ファミリーサポートセンター（こどもプラザすくすく内【マックス
※当日申込みは２００円追加になりますので、事前申込みを
バリュ２Ｆ】）☎３２－０４０４、FAX３２－０４０６
お願いします。
または、こども未来課☎ ３３－８７２１ までお願いします。
（〆切り）４月１３日（金）

〃

／10：00例会兼花見（中町公民館）

2・16日／7：00児童公園清掃
豊原下一
老人会

5日／10：30会計監査（下一公民館）
9日／10：00総会（下一公民館）
1日／7：00清掃奉仕（御所跡）

奈良木町
天寿会

6日／13：00例会（奈良木公民館）
20日／10：00天寿会総会
8日／9：00理事会（平山公民館）

五中：家庭訪問（東町・西１）

16 月 つく保：防災訓練

ファミリーサポートセンターは、育児の援助を受
けたい人（利用会員）と援助を行いたい（提供会
員）が会員となり、地域で子育てを助け合う組織で
す。会員となるには、事前の登録が必要です。

9:30

13日 ／8：30奉仕作業（記念碑・ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場他）

25日／9：30役員会（中町公民館）

13:00

高田小：入学式
11 水 つく保：食育教室

豊原中町
豊寿会

平山新町
六寿会

〃 ／10：00総会（

〃

）

21日／8：30奉仕作業（平山瓦窯跡）
6日／10：30会計監査（本野町公民館）
本野町
百寿会

11日／13：30役員会（本野町公民館）
26日／10：30総会（本野町公民館）

豊原上町

11日／10：00（上町公民館）

●スポーツ教室
４月６日（金） ２０：００～ 五中体育館
（子供）バドミントン、サーキットトレーニング
４月１３日（金） ２０：００～ 五中体育館
（子供）体力チェック、バドミントン、ボール運動
4月２０日（金） お休み
４月２７日（金） ２０：００～ 五中体育館
（大人）バドミントン、チャレンジ・ザ・ゲーム大会
※各町内３～５名ずつ参加をお願いします。

豊原中町

11日／10：00（中町公民館）

豊原下一

3・10・17(せせらぎ)・24日／10：00（下一公民館）

豊原下二

4・18日／10：00（高田コミセン）

奈良木町

10・24日／10：00（奈良木公民館）

平山新町

2・12・19日／10：00（平山区公民館）

本野町

3・10・17日／10：00（本野町公民館）

高下東町

12・26日／10：00（東町公民館）

●フラダンス体験教室（無料・先着２０名）
４月１３日（金） １４：００～ きぼうの里たいよう
（講師）斉藤桂子先生

高下西一

2・16・23日／10：00（西一公民館）

高下西二

2日／11：30（西二集会所）

●絵手紙教室
４月３・１７日（火） １３：３０～ 高田コミセン
４月５・１２日（木） ２０：００～ 高田コミセン
●生け花教室
４月３・１７日（火） １６：００～ 高田コミセン
【問合せ】やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」
村上久栄／TEL 090-9584-6652

〔と き〕５月１１（金）・１２（土）・１３（日）日
〔ところ〕球磨川河川緑地
会場イベント／八代亜紀ミニライブ、陣内貴美子・松中信彦
トークショーほか（予定）
※詳細は、コミセン設置のチラシをご覧ください。
【問合せ】九州国際スリーデーマーチ実行委員会
☎３３－４１３２（八代市観光振興課内）

