
【スポーツ関係】スポーツ振興課　【文化・生涯学習活動関係】教育委員会生涯学習課・博物館・経済文化交流部文化振興課

スポーツ・文化・生涯学習

　市民の皆さんが「いつでも」、「どこでも」、「いつまでも」気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、参加できる

よう生涯スポーツ社会の実現に向けて、八代市スポーツ推進委員協議会や校区体育協会などの関係団体と連携し、

ニュースポーツ大会や校区民体育祭などを開催するとともに生涯スポーツの普及、指導者の育成、スポーツ情報の提

供、スポーツ環境の整備充実を図ります。

スポーツ施設一覧（八代市体育施設）

スポーツ・レクリエーションの振興

名称 利用時間及び休館日 施設の概要

八
代
ト
ヨ
オ
カ
地
建

ア
リ
ー
ナ

（
八
代
市
総
合
体
育
館
）

大アリーナ

午前9時～午後10時

休館日　12月31日～1月1日

バレー3面　バドミントン10面

ハンドボール1面　バスケット2面

卓球20面�等

小アリーナ
バレー2面　バドミントン6面

バスケット2面、卓球12面　等

その他 多目的室・トレーニング室・会議室

八代市テニスコート
午前9時～午後10時

休館日　12月31日～1月1日

テニスコート16面（砂入り人工芝）

テニス、ソフトテニス、夜間照明12面

八代市民球場 午前9時～日没
メイングラウンド（野球専用）

サブグラウンド（グランドゴルフ、ゲートボール）

八代市民プール
午前9時～午後7時

開放日　7月1日～8月31日
50ｍプール、25ｍプール、幼児用プール

八代市球技場
午前9時～日没

休場日　12月31日～1月1日
サッカー1面、ラグビー1面

八代市弓道場
午前9時～午後10時

休館日　12月31日～1月1日
弓道（近的10人立ち）

八代市武道館
午前9時～午後10時

休館日　12月31日～1月1日
柔道、空手道、剣道、銃剣道　等

八代市相撲場
午前9時～午後10時

休館日　12月31日～1月1日
相撲

鏡
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

体育館 午前8時～午後10時
バレー2面、バドミントン6面

バスケット2面　等

グラウンド 午前8時～午後10時 野球2面、ソフトボール2面、陸上競技（300mトラック）等　夜間照明有

テニスコート 午前8時～午後10時 テニスコート4面（砂入り人工芝4面）、夜間照明4面

鏡プール
午後1時～午後4時

開放日　7月20日～8月31日
25ｍプール、幼児用プール

武道館 午前8時～午後10時 柔道、空手道、剣道、弓道、四半的、アーチェリー　等

北新地グラウンド 午前8時～日没 野球1面、ソフトボール2面

千丁体育館
午前8時～午後10時

休館日　12月31日～翌年1月1日

バスケットボール1面、バレー2面

バドミントン4面　等

千丁テニスコート
午前8時～午後10時

休館日　12月31日～翌年1月1日

テニスコート4面（砂入り人工芝）

テニス、ソフトテニス

千丁東グラウンド 午前8時～日没 ソフトボール2面　

千丁西グラウンド 午前8時～日没 ソフトボール1面、グラウンドゴルフ1面　等

百済来スポーツセンター 午前8時～午後10時 ソフトボール2面、夜間照明有

東陽スポーツセンター 午前8時～午後10時
バレー2面、バドミントン10面

ハンドボール1面　等

東陽運動公園 午前8時～午後10時 野球1面、ソフトボール2面.、夜間照明有

河俣山村広場 午前8時～日没 ソフトボール1面

泉運動広場 午前8時～午後10時 野球1面、ソフトボール1面、夜間照明有

スポーツ・学び
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名称 所在地 連絡先 FAX

八代トヨオカ地建アリーナ

（八代市総合体育館）
緑町11-1

35-0150

（体育協会）

32-8819

（体育協会）

八代市

テニスコート

郡築四番町

136-2
37-3939 37-3940

八代市民球場
古閑中町

1495
32-0245

八代市民プール 緑町11-1 35-0311

八代市球技場
新港町

三丁目1
35-0150

八代市弓道場 緑町11-1 35-0150

八代市武道館 松江城町6-13 34-1915

八代市相撲場
松江城町

7-15-1
35-0150

鏡体育館
鏡町両出

1430
52-1114

鏡グラウンド
鏡町両出

1430
52-1114

鏡テニスコート
鏡町両出

1430
52-1114

鏡プール
鏡町両出

1430
52-1114

名称 連絡先 利用時間及び休館日 施設の概要・利用案内

八代市厚生会館 32-3196 休館中 ホール（964席）

八代市鏡文化センター 52-1114
午前9時～午後10時

12月29日～1月3日

ホール（610席）、リハーサル室、

研修室、視聴覚室

八代市公民館 30-1110
午前9時～午後10時�※土日祝日は利用がある時のみ

休館日：土日祝日、12月29日～1月3日

ホール（535席）、生涯学習室、

和室など

市立図書館本館 32-3385

平日：�午前9時30分～午後8時� �

※土日祝日は午後7時まで

休館日：�第4水曜日、年末年始、特別整理期間

八代市、氷川町、芦北町におすまい

の方、八代市に通勤、通学している

方

市立図書館せんちょう

分館
46-1901

平日：�午前9時30分～午後8時� �

※土日祝日は午後7時まで

休館日：�第2火曜日、年末年始、特別整理期間

市立図書館かがみ分館 52-5567

平日：�午前9時30分～午後8時� �

※土日祝日は午後7時まで

休館日：��第4水曜日、年末年始、特別整理期間

八代市立博物館

未来の森ミュージアム
34-5555

午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

休館日：�月曜日（祝日の場合は翌日）、� �

年末・年始（12月29日～1月3日）

観覧料：��一般300円（240円）高大生200円（160円）

　　　�＊�（　　）は20名以上の団体料金、中学生以下

は無料

　　　�＊�特別展覧会の場合は、その都度別途に定め

ます

古代から現代へ、八代の歴史をわ

かりやすく紹介

旧八代城主、松井家伝来の名宝を

公開

年4回（春・夏・秋・冬）の特別展覧

会と各種の講座・講演会を開催

作品発表の場として会場の使用が

できます（詳しくは博物館まで）

　生きがいに満ちた心豊かな人生を送るためには、自ら進んで学習できる生涯学習社会を作り上げていくことが重

要です。地域の生涯学習の拠点施設であるコミュニティセンターや図書館、博物館などにおいて、学習機会の充実や

学習成果を生かす場を提供するとともに、市民の皆さんが身近に優れた文化芸術に触れるための展覧会等の開催、文

化振興イベントへの支援、市民参加による文化芸術活動の推進を図ります。

文化・生涯学習施設一覧

文化芸術・生涯学習の振興

体育施設

名称 所在地 連絡先 FAX

鏡武道館
鏡町両出

1430
52-1114

北新地グラウンド
鏡町北新地

1205
52-1114

千丁体育館
千丁町新牟田

1869-1
46-1720

46-1852

（千丁コミセン）

千丁テニスコート
千丁町古閑出

2449-5
46-1720

千丁東グラウンド
千丁町太牟田

1131
46-1720

千丁西グラウンド
千丁町古閑出

1419
46-1720

百済来

スポーツセンター

坂本町田上

150
45-2228

45-2283

（坂本コミセン）

東陽

スポーツセンター

東陽町南

1285
65-2210

65-2889

（東陽コミセン）

東陽運動公園
東陽町南

1285
65-2210

河俣山村広場
東陽町河俣

2650-2
65-2210

泉運動広場
泉町下岳

3000
67-2029

67-2029

（泉コミセン）
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名称 連絡先 利用時間及び休館日 施設の概要

さかもと青少年センター

30-1110

（八代市生

涯学習課）

※連絡の上ご確認ください。

研修室、調理実習室、和室、多目的室、浴室、体育館

西部社会教育センター

研修室、体育館、運動場

深水社会教育センター

鮎帰社会教育センター

藤本社会教育センター

中津道社会教育センター

田上社会教育センター

久多良木社会教育センター

仁田尾社会教育センター

西宮・上日置集会所 会議室

二見自然の森 芝生広場

八竜山自然公園 天文台、ロッジ（6人用）、コテージ（10人用）

赤星公園 水竹居の館（研修等）、工房

社会教育施設一覧
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施設名 連絡先 施設の概要

代陽コミュニティセンター 31-5507 会議室、多目的室、調理室、和室、大研修室、図書室、ロビー

八代コミュニティセンター 34-3479 講堂、会議室、和室、調理実習室、図書室、ロビー

太田郷コミュニティセンター 35-0222 講堂、会議室、和室、調理実習室、多目的室、ロビー、小会議室

植柳コミュニティセンター 33-5909 講堂、会議室、和室、調理実習室、図書室、ロビー

麦島コミュニティセンター 35-3822 中会議室、小会議室、多目的室、調理室、和室1、和室2、トレーニングホール、ロビー

松高コミュニティセンター 34-8801 講堂、会議室、和室、調理実習室、図書室、多目的室、ロビー

八千把コミュニティセンター 35-0660 講堂、会議室、和室、調理実習室、図書室、多目的室、ロビー

高田コミュニティセンター 34-3031 ※現在、建替中

金剛コミュニティセンター 31-5553 会議室、和室、調理実習室、図書室、ロビー

郡築コミュニティセンター 37-0175 会議室、和室、調理実習室、ロビー

宮地コミュニティセンター
31-5557

会議室、和室、調理実習室、図書室、ロビー

宮地東コミュニティセンター 小会議室

日奈久コミュニティセンター 38-2390 会議室、和室、調理実習室、図書室

昭和コミュニティセンター 37-2741 健康増進室、和室、農産加工室

二見コミュニティセンター 38-9932 講堂、会議室、和室、調理実習室、図書室、ロビー

龍峯コミュニティセンター 39-0411 健康増進室、大研修室、教養室（和室）

坂本コミュニティセンター 45-2228 ロビー、大ホール、調理実習室、図書室、研修室、講座室、会議室、視聴覚室、小会議室

千丁コミュニティセンター 46-1720 大集会場、生涯学習室、和室、調理実習室、第3研修室、第4研修室、ロビー

鏡コミュニティセンター 52-7841 大集会場、研修室、和室、調理実習室、生活研修室、視聴覚室

東陽コミュニティセンター 65-2210 談話室、和室、視聴覚室、2F会議室、3F会議室

泉コミュニティセンター 67-2029 会議室1、会議室2、和室、調理室、ロビー

　平成29年4月1日から、校区公民館などの施設がコミュニティセンターに生まれ変わりました。

　さまざまなまちづくり活動にコミュニティセンターを活用してみませんか。

☆コミュニティセンターが目指すもの☆

�地域の皆さんが気軽に集い交流する、ふれあいの場となることを目指します。

�地域の皆さんが主体となり、地域課題の解決や学習の場となることを目指します。

�地域の皆さんと市による協働のまちづくりの場となることを目指します。

コミュニティセンター利用のご案内

①会議室の利用時間（事前の予約申請が必要です）

　午前9時～午後10時

　※施設の利用時間には、準備と片付けの時間を含みます。

②予約申請の受付時間

　平日の午前8時30分～午後5時15分

　利用する月の前月の初日（土日・祝日の場合は次の平日）から申請ができます。

　※各施設の会議室などの利用料は、各校区のコミュニティセンターにお問い合わせください。

コミュニティセンター
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種別 名称 所在地 備考
ユネスコ無形文化遺産

国指定重要無形民俗文化財
八代妙見祭の神幸行列（「山・鉾・屋台行事」）

妙見町

（八代神社周辺）
11月22日、23日

国
指
定

重要文化財（建造物）十三重塔 植柳元町 見学時問合せ（文化振興課☎33-4533）

重要文化財（建造物）旧郡築新地甲号樋門　附・潮受堤防 郡築三番町

重要文化財（彫刻） 木造毘沙門天立像 興善寺町 見学時問合せ（文化振興課☎33-4533）

重要文化財（書跡）
平石如砥墨跡　附・玄圃三添并六月三日古田

織部書状二通
西松江城町

記念物（史跡） 八代城跡群　古麓城跡　麦島城跡　八代城跡 松江城町ほか

記念物（名勝） 旧熊本藩八代城主浜御茶屋（松浜軒）庭園 北の丸町 有料

記念物（名勝） 不知火及び水島 水島町地先

記念物（名勝） 走リ水ノ瀧 坂本町深水

国
選
択

無形民俗文化財 古代踊 泉町久連子 公開日8月15日

無形民俗文化財 植柳の盆踊り 植柳地区 公開日8月14日

無形民俗文化財 八代・葦北の七夕綱 坂本町中谷 公開日8月6日

国
登
録

有形文化財 郡築二番町樋門 郡築二番町

有形文化財 シャルトル聖パウロ修道院記念館・煉瓦塀 通町

有形文化財 旅館金波楼本館、大広間棟、正門及び塀 日奈久上西町

県
指
定

有形文化財（建造物）八代神社社殿 妙見町

有形文化財（彫刻） 木造阿弥陀如来座像 西宮町 階下公民館（階下釈迦堂）内

有形文化財（彫刻） 木造十一面観世音菩薩立像 奈良木町 見学時問合せ（文化振興課☎33-4533）

有形文化財（工芸品）法浄寺の梵鐘 泉町栗木

有形文化財（工芸品）大門観音堂の鰐口 坂本町葉木

有形文化財（工芸品）大門薬師堂の鰐口 坂本町葉木

有形文化財（書跡） 小早川家文書 西松江城町

有形文化財（書跡） 宮本武蔵書状 西松江城町

史跡 大鼠蔵古墳群 鼠蔵町

史跡 大鞘樋門群
鏡町両出・

千丁町古閑出

天然記念物 臥龍梅 北の丸町 松井神社境内�2月中旬が見頃

天然記念物 久連子鶏 泉町久連子

市

指

定

有形文化財（建造物）赤松第一号眼鏡橋 二見赤松町 石橋

有形文化財（建造物）鑑内橋 鏡町 石橋

有形文化財（建造物）鍛冶屋上橋・中橋・下橋 東陽町北 石橋

有形文化財（建造物）笠松橋 東陽町河俣 石橋

有形文化財（建造物）鹿路橋 東陽町河俣 石橋

有形文化財（建造物）覚賀墓碑 千丁町吉王丸

無形民俗文化財 鏡が池鮒取神事
鏡町

（印鑰神社周辺）
公開日4月7日

史跡 大塚古墳 上片町

史跡 鬼の岩屋第一号古墳 上片町

史跡 興善寺廃寺跡 興善寺町

史跡 岩永三五郎の墓 鏡町

天然記念物 白髪岳天然橋 東陽町北

　八代市には、ユネスコ無形文化遺産に登録された八代妙見祭や落人伝説が残る秘境五家荘、八代城跡や石橋の里な

ど、多様な文化遺産が数多く残されています。

市内の主な文化財

文化財

史跡・観光ガイドについて

　観光ガイドの案内を聞きながら、史跡や自然、温泉街など八代市内の様々な文化遺産を巡ってみませんか。

　料金等の詳細は、やつしろ観光ガイド協会へお問い合わせください。

　やつしろ観光ガイド協会事務局（文化振興課）☎33-4533

ご注意ください　開発行為に伴う文化財の取り扱いについて

　「個人住宅、共同住宅、店舗、事務所」などの新築・増改築や「住宅地の造成」など、土地の現状を変更するような行為

（開発行為）を予定されている方は、その土地が遺跡（「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます）に含まれているか事前

に確認しておく必要があります。問合せは文化振興課（☎33-4533）です。
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