
平成２６年７月１日～８月１５日行事予定表（八代市）

※平成26年6月30日現在

日 曜 時　間 場　所 問合せ

7/1 火 ― 「臨時福祉給付金」申請受付開始
市役所臨時福祉給付金支給事業

推進室、各支所市民福祉課

臨時福祉給付金支給事業推進室

Tel31-1077

9:00～ 八代市民プール一般開放（8/31まで） 市民プール
八代市体育協会
Tel35-0150

12:30～
厚生会館ホワイエコンサート
コール・アニマコンサート　～夏の調べ～

厚生会館
厚生会館

Tel32-3196

2 水

3 木

4 金

5 土 8:50～ 八代市いきいきふくしスポーツ大会 総合体育館
障がい者支援課
Tel35-0294

10:00～ 八代支援学校マーケット
イオン八代店（高等部）

ゆめタウン八代店（中学部）
八代支援学校
Tel32-3251

11:00～ 「しょうがの里河俣発電所」落成式 旧河俣小学校
東陽支所総務振興課

Tel65-2111

14:00～ 林家二楽師匠によるアウトリーチ（出前公演） 千丁文化センター
千丁文化センター

Tel46-1888

6 日
10:00～
13:30～

林家二楽の紙切り芸ワークショップ 千丁文化センター
千丁文化センター

Tel46-1888

7 月

8 火 9:00～ 朱杏之会水墨画展（13日まで） 博物館
博物館

Tel34-5555

9 水

10 木

11 金 19:00～ 八代妙見祭　祭礼衣装着付け講座① 代陽公民館
文化まちづくり課

Tel33-4533

12 土 10:00～ 市民じんけんサポーター育成講座③ 千丁支所３階研修室
人権啓発センター

Tel301711

13 日 14:00～ 図書館シネマ～名作映画鑑賞会～　「海の沈黙」 市立図書館本館
市立図書館本館
Tel32-3385

14 月

15 火

16 水 13:00～ 認知症サポーター養成講座 さかもと温泉センター
長寿支援課

Tel33-4436

17 木

18 金 9:00～
夏季特別展覧会「弥生人を追跡せよ！！」
（8/31まで）

博物館
博物館

Tel34-5555

18:00～ 鏡町十八夜祭
鏡町アーバンショッピング
シティー周辺

八代市商工会
TEL52-8111

19 土

20 日 13:00～ 八代市鏡プール一般公開（8/31まで） 鏡プール
いきいきスポーツ課

Tel35-0211

21
海の日

月 7:00～
くまもと・みんなの川と海づくりデー
一斉美化清掃活動

球磨川右岸・左岸の堤防
環境課

Tel33-4114

22 火

23 水 8:30～
キッズチャレンジ201４ アウトドアスクール
（25日まで）

千丁公民館・県立豊野少年
自然の家・立神峡里地公園

昭和公民館
Tel37-2741

24 木 9:00～ 第45回小・中・特別支援学校音楽祭 厚生会館
学校教育課

Tel33-6847

25 金 8:00～
クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」寄港
・船内見学会（13:30～：要予約）

八代港外港地区
国際港湾振興課
Tel33-8777

9:30～ 第9回八代市童話発表大会 やつしろハーモニーホール
図書館

Tel32-3385

10:00～ こどもエコクラブ　省エネ教室 太田郷公民館
環境課

Tel33-4114

13:00～ 厚生会館ホワイエコンサート 厚生会館
厚生会館

Tel32-3196

行事名
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26 土 8:00～ 球磨川源流水リレー（27日まで） 水上村～八代市
同事務局

Tel090-2968-5904

14:00～
博物館講演会
　　「ここまでわかった！弥生時代の八代」

博物館
博物館

Tel34-5555

18:00～ 「第43回本町土曜市」（8/9まで） 本町アーケード
本町１丁目商店街振興組合
Tel070-5418-3685

27 日 10:00～
くまリバーランド～カヌー・Ｄボート・魚のつかみ
どり～

球磨川河川緑地
商工振興課

Tel33-8513

11:00～ 第26回ヤマメつかみ取り大会
せんだん轟の滝駐車場横

ヤビツ谷
泉支所総務振興課

Tel67-2111

28 月 16:00～ 日奈久温泉 丑の湯祭り（前夜祭） 日奈久温泉神社
日奈久温泉観光案内所

Tel38-0267

29 火 9:00～ 日奈久温泉 丑の湯祭り（本祭） 日奈久温泉街一帯
日奈久温泉観光案内所

Tel38-0267

9:00～ 第３９回八代地区人権同和教育研究集会 総合体育館ほか
人権政策課

Tel30-1711

30 水

31 木

8/1 金 ― 夏だ!!浴衣で日奈久へ行こう（31日まで） 日奈久ゆめ倉庫
日奈久温泉観光案内所

Tel38-0267

2 土 16:30～ 第47回八代くま川祭り「踊って弾けろ！やつしろの夏」  出町～旭中央通
商工振興課

Tel33-8513

3 日 13:00～ ハーモニーフェスタ ハーモニーホール
商工振興課

Tel33-8513

4 月

5 火

6 水 9:30～
厚生会館自主文化事業
　　　「高校演劇舞台技術講習会」

厚生会館
厚生会館

Tel32-3196

7 木 9:00～
キッズチャレンジ2014 夏休み子ども陶芸教室
（8日も）

赤星公園「水竹居の館」
鏡公民館

Tel52-1114

8 金 10:00～ こどもエコクラブイベント「水生生物観察会」 ホタルの里公園（妙見町）
環境課

Tel33-4114

18:30～ 第9回ゆずり葉音楽祭 ハーモニーホール
葉っぱの会

Tel53-1571

19:00～ 八代妙見祭　祭礼衣装着付け講座② 代陽公民館
文化まちづくり課

Tel33-4533

9 土 10:00～ 市民じんけんサポーター育成講座④ 千丁支所３階研修室
人権啓発センター

Tel301711

10 日 13:30～
厚生会館自主文化事業
　　　「真夏の演劇チャレンジ　体験版」

厚生会館
厚生会館

Tel32-3196

11 月

12 火

13 水

14 木 16:00～ 植柳ふるさと祭り・植柳盆踊り（19:45～） 植柳小グラウンド
植柳公民館

Tel33-5909

15 金 19:50～ 八代市精霊流し
前川橋上流 河童渡来の碑
下

八代市社会福祉協議会
Tel30-1200

第15回全国小学生ABCバドミントン大会
（17日まで）

総合体育館
いきいきスポーツ課

Tel35-0211

8月17日
14:00～

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　　八代公演　～モーツァルトの夕べ～

厚生会館
厚生会館

Tel32-3196

8月17日
9:30～

キッズチャレンジ2014　親子自然体験デイキャン
プ

旧宮地東小学校
宮地公民館

Tel31-5557

8月19日
19:00～

妙見祭衣装着付け講習会 厚生会館
文化まちづくり課

Tel33-4533

8月23日
10:00～

厚生会館自主文化事業
「真夏の演劇チャレンジ　挑戦版」（24日まで）

厚生会館
厚生会館

Tel32-3196

8月23日
10:00～

博物館実技講座
「弥生人の宝物、小銅鐸を作ろう！」

博物館
博物館

Tel34-5555

8月23日
13:00～

第16回さわやかヤングステージ やつしろハーモニーホール
人権政策課

Tel30-1710

その他
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