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 記者会見 市長あいさつ 

 とき 平成 26 年 3 月 27 日（木）13:30 

                 ところ 市長応接室 

１．市政の動向 

 ■い草製品利活用と八代港整備促進について政府等へ要望を実施 

・ 3 月 13 日（木）・14 日（金） 

 ・い草製品利活用の要望先 

内閣官房（2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進室長） 

東京都庁（2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会） 

農林水産省（大臣） 

文部科学省（副大臣） 

 ・八代港整備促進の要望先 

   国土交通省（港湾局長） 

 ・要望内容（別紙、要望書） 

 ・問合せ 企画政策課 TEL 33－4104 

    農業生産流通課 TEL 33－8751 

    重点港湾八代港営業隊 TEL 33－8777 

  

 ■八代東京会（八東会） 設立 

 ・3 月 13 日（木）に設立総会 

 ・名称：八東会 

 ・会員：八代市出身またはゆかりのある人で首都圏に在住する有志を会員とする 

任意の親睦組織で、会員は上場会社役員クラスまたは役員経験者、中小 

企業代表、官公庁職員、各種団体の長など（現在 60 名） 

 ・目的：会員相互の親睦と八代市に関する意見交換を行う 

 ・事業内容：定例会（年 2 回）、幹事会、里帰り講話 

 ・事務局：株式会社Ｆ（東京都渋谷区渋谷 1－8－3）TEL 03－6427－2610 

  

■八代城跡群 国の史跡に 

 ・3 月 18 日 文部科学省告示（第 31 号） 

■植柳の盆踊 国選択無形民族文化財に 

 ・3 月 10 日 文化庁から通知 
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 ■組織一部再編（4月～） 

 ・名称変更 

  企画戦略部→企画振興部 

  人財育成課→人事課 

  重点港湾八代港営業隊→国際港湾振興課 

 ・業務移管 

  支所の所管部  市民協働部→企画振興部 

  八代ブランド営業総室 物産振興業務→観光振興課 

     販路拡大業務→フードバレー推進課 

  「笑顔 de あいさつ日本一運動」業務 

     企画政策課→市民活動支援課 

 ・課、係の新設 

  フードバレー推進課（農林水産部） 

  営農支援室（農林水産部農業政策課） 

  国際港湾振興係（国際港湾振興課） 

  地域医療連携室（市立病院 医局） 

  臨時福祉給付金支給事業推進室（健康福祉部） 

 ・問合せ 行政改革課 TEL 32－4711 

 

 

２．今後の行事・イベント 

 ■やつしろ舟出浮き 

 ・ 4 月上旬～11 月 

 ・新鮮・豪華な海の幸付き無人島上陸ピクニック 

  漁船で八代海の伝統漁法を見学し、無人島（黒島、三ツ島）で獲れたて 

の魚を味わう 

 ・船 1 隻：30,000 円（5 人まで、1 人増すごとに 5,000 円追加） 

 ・ゴールデンウィーク ＫＩＤＳキャンペーン 

  4 月 26 日（土）～5 月 6 日（火） 

  小学生：1 人 1000 円（通常 2500 円） 

  小学生未満：無料（通常 1000 円、3 歳未満無料） 

 ・問合せ 八代市観光案内所 TEL 35－6627 

【 海開き 】 

4 月 4 日（金） 

内港大型船溜まり 

 9：30 神事 

10：30 乗船 

11：30 帰港 



3 

 

 ■印鑰神社春季大祭（鮒取り神事） 

 ・ 4 月 7 日（月）9：00～15：45 

 ・印鑰神社、鏡ヶ池（鏡町鏡村） 

御発輿神事（神社拝殿）  

神幸行列神社出発  

JAやつしろ北部総合支所着（御旅所祭）  

JAやつしろ北部総合支所出発  

御倉広場通過  

鏡ヶ池到着（到着祭）  

鮒取り神事（池入り・鏡町区消防団他）  

鏡ヶ池出発  

神幸行列神社帰着（還御祭） 

 ・問合せ 鮒取り神事実行委員会（印鑰神社社務所内） TEL 52－0947 

 

■クルーズ客船「にっぽん丸」出港セレモニー 

 ・4 月 17 日（木）11：30 頃～ 

 ・八代外港 

 ・にっぽん丸は、平成 22 年に船体の塗り替えなど大改装を行った。 

 ・株式会社全旅のチャーター「船でしか行けない世界自然遺産小笠原クルーズ 

6 日間」で八代港を出発 

 ・問合せ 八代港港湾振興協会（重点港湾八代港営業隊内）TEL 43－7855 

 

■五家荘山開き 

 ・4 月 20 日（日） 

 ・二本杉広場 

・ 8：00 山登りＡコース出発  9：00 開会、神事 

9：30 餅投げ、カッポ酒  10：00 Viento による演奏 

10：30 山登りＢコース出発 

 ・カタクリの花が見ごろ 

 ・問合せ 五家荘地域振興会 TEL 36－5800 
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 ■市立博物館 春季特別展覧会 

 京都相国
しょうこく

寺と金閣・銀閣の名宝展 

 ・4 月 25 日（金）～6 月 1 日（日） 

 ・足利義満ゆかりの墨蹟
ぼくせき

や絵画、中国・朝鮮・日本の陶磁器と茶道具の名品、 

  雪
せっ

舟
しゅう

・長谷川等
とう

伯
はく

・伊藤若冲
じゃくちゅう

ら巨匠たちの名画など国指定重要文化財 10 点 

  を含む 58 点を紹介 

 ・展覧会講座「京都相国
しょうこく

寺の歴史と名品 展覧会鑑賞のツボ」 

  4 月 26 日（土）14：00 博物館講義室 

  講師：鳥津
と り づ

亮二（博物館学芸係長） 

 ・問合せ 博物館 TEL 34－5555 

 

 ■プロ野球ウエスタン･リーグ公式戦 

 ・福岡ソフトバンクホークス ＶＳ 広島東洋カープ 

 ・5 月 5 日（月・祝） 13：00 試合開始（10：00 開場） 

 ・ホークス選手サイン会、ホークス選手と写真撮影会、ベンチから打撃練習見学、 

親子キャッチボール 

・「やつしろ食と農の祭典」同時開催（ＪＡやつしろ・八代よかとこ宣伝隊主催） 

 ・問合せ やつしろプロ野球公式戦実行委員会（カーライフ内）TEL 33－2356 

    観光振興課 TEL 33－4115 

 

■第 20回記念 九州国際スリーデーマーチ 2014 

 ・5 月 9 日（金）・10 日（土）・11 日（日） 

 ・球磨川河川緑地をスタート・ゴールに 40km、30km、20km、10km、5km の 

  コースと五家荘コース 

 ・八代亜紀トーク＆ミニライブ（予定）、陣内貴美子トークショー（予定）、 

芸能フェスティバル、やつしろの観光と物産展 

 ・問合せ 九州国際スリーデーマーチ実行委員会（観光振興課内）TEL 33－4132 

 


