高田コミセンだより／平成３１年３月号
【3月資源の日】1日・15日
日 曜
行
事
1 金 あけ保：ひなまつり会
東部保：ひなまつり・誕生会
つく保：ひなまつり会
植柳幼：ひなまつり集会・３月生まれ誕生会

2 土
3 日
4 月 東部保：避難訓練
高田小：読み聞かせ
5 火 東部保：年長児お茶ごっこ
つく保：おわかれ遠足
植柳幼：ムジカ・ブエーメンコンサート
6 水 あけ保：身体測定
つく保：交通安全指導
植柳幼：お別れ遠足
高田小：授業参観、PTA総会、学級懇談会

五中：公立高校後期選抜入試（～7日）
7 木 植柳幼：幼年消防クラブ修了証授与式
8 金 あけ保：交通指導、お別れ遠足
東部保：お別れ遠足、安全指導
つく保：３月生まれの誕生会

◎毎月11日は『人権を確かめあう日』
日 曜
行
事
13 水 あけ保：非常訓練
植柳幼：おはなしキャラバン隊来園
五中：2年生立志式
市政協力員：例会
14 木 東部保：お別れ会
つく保：食育教室
15 金 あけ保：お別れ会、誕生会
東部保：入園説明会
つく保：おわかれ会

9
10
11
12

1日／8：00遙拝神社清掃奉仕

4・11・18・25 13:00

19:00

7日／13：30高老連理事会（高田コミセン）

豊原上町
遙寿会

9日／9：00役員例会（上町公民館）

オカリナ･ハーモニカ

11・25

ヨガ教室（ﾘ･ｸﾘｴｰﾄ）

5・12・19・26 20:00

※毎週火曜／14：50子供見守り（上中下町交差点）

吟詠クラブ

5・12・19・26 14:00

13日／9：00奉仕作業（阿弥陀様、記念碑ほか）

ひまわり会

5・12・19・26 14:00

詩吟クラブ

5・12・19

豊原中町
豊寿会

19:30

〃 ／10：00例会（中町公民館）
13・20日／15：00子供見守り隊（松原信号機）

4・18日／7：30児童公園清掃

ストレッチ＆ダンベル ６・13・20・27 10:00
豊原下一
老人会

9日／13：30役員例会（下一公民館）

13:30

29日／11：00老人会花見（児童公園）

植柳幼：お別れ会・おにぎりパーティー、H31年度保護者会

生花クラブ

14・28

13:00

1日／7：30清掃奉仕（御所跡）

民児協：例会

高田囲碁クラブ

7・14・21・28 19:00

16 土

日舞

1・8・15

17 日 五中：吹奏楽部定期演奏会

八代吹奏楽愛好会

9・23
1・8・15・22

13:00

19 火 植柳幼：卒園式準備

小原流いけばな

4・18

19:00

20 水 高田小：６年生修了式、卒業式準備

ﾘ･ｸﾘｴｰﾄ（チェアヨガ） ６・13・27

10:00

ﾘ･ｸﾘｴｰﾄ（ダンス）

20:00

21 木
22 金
23 土

25 月

26 火
27 水

30 土

●貯筋運動 日曜教室開講（１０回コース）
１回目／３月３日（日）１５：００～１７：００ 高田小
＜対象＞５５歳～男女
・最近足の筋力が低下した人
・膝等の痛みがある人
●ヨガ教室
火曜・水曜・日曜（高田小予定）

28

8日／13：00例会（奈良木公民館）
20日／9：00天寿会ＧＧ大会（河川敷）
9日／9：00理事会（平山区公民館）

19:00

元気体操

植柳幼：卒園式
春分の日
高田小：卒業証書授与式
あけ保：卒園式
東部保：卒園式
つく保：卒園式
高田小：大掃除、修了式
植柳幼：修了式
五中：修了式

奈良木町
天寿会

9:30

18 月 つく保：保健指導

○開演 １４：００
（開場１３：３０）

【お問合せ】八代市立第五中学校（代表：竹尾）
ＴＥＬ／０９６５（３２）３２５９

高老連

27

31 日

○主催 五中吹奏楽部 後援会

時間

懐メロクラブ

29 金

○場所 五中体育館

囲碁同好会

活動日

13:00

28 木 高田小・五中：退任式

○期日 ３月１７日（日）

団体名

絵画クラブ（マーブル） 6・20

植柳幼：保育参観及び後援会総会、年長組お別れ会食

高田小：お別れ遠足（麦島東公園）
五中：3年生修了式
土 五中：卒業証書授与式
日
月 五中：振替休業日
火 つく保：防災訓練

発行：高田コミュニティセンター（TEL 34-3031）

平山新町
六寿会

〃 ／13：30六寿会ゲートボール（平山コート）

23日／8：30清掃奉仕作業（平山瓦窯跡）
本野町百寿会 11日／13：30役員会（本野町公民館）

リ・ボンズ（貯筋運動） 1・8・22・29

13:30

リ・ボンズ（アロマ教室） 16

19:30

豊原上町

13日／10：00（上町公民館）

リ・ボンズ（生け花） 6

16:00

豊原中町

22日／10：00（中町公民館）

9:30

豊原下一

5・12・19・26日／10：00（下一公民館）

19:30

豊原下二

6・20日／10：00（高田コミセン）

14:00

奈良木町

12・26日／10：00（奈良木公民館）

20:00
※都合により、日程が変更になることがあります。

平山新町

7・14・28日／10：00（平山区公民館）

本野町

5・12・19日／10：00（本野町公民館）

●チャレンジ・ザ・ゲーム普及委員認定講習会
３／２３（土） １３：００～１７：００ 太田郷コミセン
＜対象＞１８才以上の方
＜受講費＞３，０００円（認定料、講習会費、保険料等）
●フラダンス
３／１（金）・１５（金） １６：３０～１７：３０
希望の里たいよう
※３才～ 男性歓迎
●トランポリン教室生募集（月４回・不定期開催）
土曜ｏｒ日曜 １７：００～１９：００ 高田小体育館
＜会費＞会員／２，０００円 非会員／３，０００円
※体験／１回のみ５００円（予約が必要）
＜対象＞３才～大人（障害のある方も可）
※５級～１級まで資格取得可能
◎リ・ボンズまつり
３／１７（日）１０：００～１５：００ 高田小
◎平成最後のパノラマウォーキング
４月２１日（日）１０：００～１２：３０（受付９：３０～）
集合場所／球磨川河川敷公園 萩原橋下

高下東町

14・28日／10：00（東町公民館）

高下西一

4・11・25日／10：00（西一公民館）

高下西二

7日／11：30（ジョイフル）

リ・ボンズ（九星気学/午前）

2

リ・ボンズ（九星気学/夜間）

16

ﾘ･ﾎﾞﾝｽﾞ（絵手紙/午後） 6・20
ﾘ･ﾎﾞﾝｽﾞ（絵手紙/夜間） 7・14

＜参加費＞大人／１，０００円 中学生以下／５００円
未就学児／２００円
※リ・ボンズ会員／５００円（中学生以下２００円）
＜コース＞球磨川河川敷公園～遙拝神社周辺
★たっぷりコース（６ｋｍ） ★ゆったりコース（３ｋｍ）
・お楽しみおやつの提供
・ニュースポーツ
・チャレンジ･ザ･ゲーム体験ブース
・松橋支援学校販売ブース（花の苗）
・地域の特産品販売ブース（豆腐の味噌漬け他）
＜締切り＞４月１２日（金） ※先着１５０名参加賞あり
【申込み・問合せ】
やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」
村上久栄 電話 ０９０－９５８４－６６５２

