高田コミセンだより／平成３０年１０月号
【10月資源の日】5日・19日
日
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

曜
行
事
月 高田小：読み聞かせ（1～3年）
火 あけ保：交通指導（八代警察署より）
水
木 高田小：就学時健診、親の学びプログラム
五中：1年生総合講話（歴史）
金 あけ保：定期健康診断
高田小：道徳授業参観
民児協：役員会
土
日 高田校区民体育祭
月
体育の日
火 高田小：5年集団宿泊教室（～10日）
水 五中：高校説明会（～11日）
木 あけ保：体育教室
金 東部保：交通安全指導
市政協力員：例会
土 つく保：運動会
日
月 あけ保：非常訓練
つく保：食育教室「骨のはなし」
火 東部保：年長児お茶ごっこ
高田小：6年陸上記録会、4年虹の会
五中：1年生校外学習、八代南部英語暗唱大会

17 水 あけ保：町のせんせい来園

東部保：避難訓練
18 木 五中：八代中体連駅伝大会

八代市では、市民の皆さまと市との協働のまちづくりを推進
するため、協働のまちづくりの基本的な考え方や仕組みなど
の基本となるルールを定めた「八代市協働のまちづくり推進
条例」の制定を進めています。
さらに広く市民の皆様からご意見をいただき、よりよい条例と
して完成させるため、市民意見募集（パブリックコメント手続）
を実施しますので、ぜひご意見をお寄せください。
【募集期間】
平成３０年９月21日（金）～ 平成30年１０月１9日（金）
【閲覧場所】
各コミュニティセンター、各支所地域振興課、
市役所仮設庁舎（東棟１階：総合案内所前、東棟２階：市民
活動政策課）、市のホームページ
【提出方法】
様式は指定しませんが、閲覧場所に備え付けの「意見書」
をご活用ください。
住所、氏名、電話番号は必ず記載してください。
【問合せ】
市民活動政策課
℡３３－４４８２

発行：高田コミュニティセンター（TEL 34-3031）

◎毎月11日は『人権を確かめあう日』
日 曜
19 金
20 土
21 日
22 月
23 火
24 水

行

事

東部保：保育参観・家庭教育学級

団体名

活動日

時間

囲碁同好会

1・15・22・29 13:00

オカリナ･ハーモニカ

8・22

19:00

4日／10：30市老連理事会（鏡文化センター）

高老連

9日／13：30理事会（高田コミセン）
17日／熊本県老人クラブ大会（県立劇場）
26日／9：30ミニミニ運動会（総合体育館）

ヨガ教室（リ・クリエート） 2・9・16・23・30

20:00

つく保：交通安全指導「信号」

吟詠クラブ

2・9・16・23

14:00

高田小：絵本読み聞かせ（高田みかんの会）

ひまわり会

2・9・16

14:00

詩吟クラブ

2・16・23

19:30

※毎週火曜15：00子供見守り（上中下町三叉路）

ストレッチ＆ダンベル

3・10・17・24・31

10:00

1・2日 ／9：00天草1泊研修（松島）

高田小：3・4年社会科見学旅行
つく保：防災訓練「地震・避難」
25 木 五中：Ｃブロック授業研究会
26 金 あけ保：誕生会
つく保：保健指導「目」
高田小：修学旅行（～27日）
27 土 高田校区いきいきサロン大会

豊原上町
遙寿会

1日／8：00遙拝神社清掃
10日／9：00役員例会（上町公民館）

13日／10：00例会（中町公民館）

絵画クラブ（マーブル） 3・31

13:00

懐メロクラブ

24

13:30

らくらく３B体操

4・11・18・25 10:00

25日 ／10：00役員会（中町公民館）

生花クラブ

11・25

26日／9：30ミニミニ運動会（総合体育館）

高田囲碁クラブ

4・11・18・25 19:00

日舞

5・12・19

28 日
29 月
30 火 東部保：誕生会

八代吹奏楽愛好会

13・27

元気体操

5・12・19・26 13:00

小原流いけばな

1・15

19:00

つく保：誕生会
31 水 あけ保：町のせんせい来園

大正琴クラブ

15・22

10:00

13:30～15:30／高田小体育館

日時 １０月１１日（木）１９：００
場所 やつしろハーモニーホール（大会議室）
講師 真和中学・高等学校専任講師 戸田俊文さん
演題 『インターネット社会と人権侵害について考える』
※インターネット社会と人権侵害について、情報機器は便
利な反面、見知らぬ危機と接しやすい状況をも生んでい
ることや、知らぬ間に人権侵害を引き起こしていることな
ど、インターネットと私たちは、どう付き合っていくかお話
していただきます。
参加費 無料
【申込み・問合せ】八代市人権政策課 ℡３０－１７１１

13:00
9:30

20:00

リ・ボンズ（生け花） 12・26
16:00
※上記の開催場所は、全て高田コミセンです。
都合により、日程が変更になることがあります。

『高田みかん８月号』（高田まち協発行）にお
いて、１１月１１日に開催予定とお知らせして
あった「高田コミセンまつり」の日程は、２月に
変更となりました。詳細な日程は、決定次第お
知らせします。

【高田まちづくり協議会】
＜対 象＞
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、ぜひご参加ください。
＜日 時＞
第１日 １１月１９日（月）９：００－１７：００ 代陽コミセン
第２日 １１月２２日（木）９：００－１５：００ 太田郷コミセン
第３日 １１月２５日（日）９：００－１５：００
〃
第４日 １２月 ２日（日）９：００－１１：３０ こどもプラザすくすく
第５日 １２月 ３日（月）１４：００－１６：３０
〃
講習は、5日間全日程の受講が基本になっています。一部
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。
会員証用顔写真（2.5㎝×3㎝ 2枚）と筆記用具をご持参くだ
さい。
【申込み・問合せ】
11月16日（金）までに、ファミリーサポートセンター（こどもプラ
ザすくすく内【マックスバリュ２Ｆ】）☎32-0404 FAX32-0406
またはこども未来課☎ 33-8721 までお願いします。

豊原下一
老人会

19:00

リ・クリエート（ﾁｪｱﾖｶﾞ） 3・10・24・31 10:00

リ・ボンズ（絵手紙/夜） 4・25

豊原中町
豊寿会

●スポーツ教室
１０／５（金）・１２（金）・１９（金）・２６（金）
２０：００～ 五中体育館
【申込み・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
◎秋のパノラマウォーキング
〔日時〕１０月２１日（日） ※小雨決行
〔集合場所〕八代駅８：３０、肥後高田駅８：４５
〔目的地〕芦北町 佐敷城跡
〔参加費〕大人３，５００円、子供２，５００円（弁当代込）
〔〆切り〕１０月１０日
【申込み・問合せ】やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」
山本利孝／TEL ０８０－６４３５－２７８１

15・25日 ／15：00子供見守り隊（松原信号機）

1・15日／7：00児童公園清掃
12日／13：30役員例会
25日／日帰り研修（みふね温泉）※9：00出発

奈良木町
天寿会
平山新町
六寿会
本野町
百寿会

1日／7：00清掃奉仕（御所跡）
10日／13：00例会（奈良木公民館）
25日／日帰り研修旅行（人吉・球磨）
13日／9：00理事会（平山区公民館）
〃 ／13：30六寿会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ（出村ｺｰﾄ）

27日／8：00清掃奉仕作業（平山瓦窯跡）
8日／13：30役員会（本野町公民館）
15日／8：30ふれあいセンター草取り（児童館）

豊原上町

お休み

豊原中町

23日／10：00（中町公民館）

豊原下一

2・9・23・30日／10：00（下一公民館）

豊原下二

3・17・24日／10：00、27日／12：30（高田コミセン）

奈良木町

23日10：00～、24日13：30～（奈良木公民館）

平山新町

4・11・18日／10：00（平山区公民館）

本野町

2・9・16日／10：00（本野町公民館）

高下東町

11・25日／10：00（東町公民館）

高下西一

1・15・29日／10：00（西一公民館）

高下西二

11日／10：30（西二集会所）

日頃より、第五中学校の教育活動及びPTA活動に対しまして
は、深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、８月５日（日）に実施致しました資源回収につきまして
は、猛暑の中、皆様方にご協力をいただきありがとうございまし
た。収益金につきましては、本校の教育活動に有効に活用させ
ていただきます。
八代市立第五中学校

校
長
PTA会長

野間 幸嗣
宮本 修

