
 記者会見 市長あいさつ  

 と き 平成 26 年 10 月 29 日（水）14:30 

                 ところ 市長応接室 

１．市政の動向 

 ■政府要望 

 ・11 月 5 日（水）～6 日（木） 

 ・要望内容 

（１） 中九州の海上輸送拠点「八代港」の整備促進について 

（２） 大鞘川河川改修事業の促進について 

（３） 球磨川水系川辺川砂防事業の促進について 

（４） 球磨川水系治水対策の促進について 

（５） 球磨川総合水系環境整備事業等について 

（６） 八千把・松高地区（古閑排水区）における浸水対策事業について 

（７） 都市計画道路の整備促進について 

（８） 熊本県八代地域い産業を守る対策について 

（９） 八代平野における農業農村整備事業の促進について 

（10）八代平野地区 国営土地改良事業 地区調査の採択について 

（11）全国森林環境税の創設について 

（12）（要望予定：仮称）まち・ひと・しごとに係る地方創生について 

 ・要望者 八代市、氷川町、八代地域農業協同組合、球磨川下流改修期成会、 

八代港整備・活用促進期成会 

 ・問合せ 企画政策課 TEL 33－4104 

 

 ■地域審議会へ諮問 

 ・新庁舎建設候補地について 

 ・新市建設計画の変更について 

 ・地域審議会の会議日程 

11 月 12 日（水）八代地域審議会 

11 月 18 日（火）泉地域審議会 

11 月 19 日（水）鏡地域審議会、千丁地域審議会 

  11 月 20 日（木）坂本地域審議会 

  11 月 21 日（金）東陽地域審議会 

 ・問合せ 財政課 TEL 33－4106 企画政策課 TEL 33－4104 
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 ■市民と市長とのテーマトーク（懇談会）を開催 

 ・11 月 11 日（火） 19:00～20:30 

 ・代陽公民館 

 ・申込団体 熊本県手話サークルわかぎ八代グループ（八代わかぎ会） 

 ・テ ー マ 聴覚障がい者の福祉について 

 ・問合せ 広報広聴課 TEL 33－4101 

 

 

２．今後の行事・イベント 

 ■五家荘紅葉祭 

 ・開催中～11 月 20 日（木） 

 ・おすすめスポット：せんだん轟の滝、樅木の吊橋、梅の木轟公園吊橋 

 ・交通規制：11 月 2 日（日）・3 日（月、祝）・9 日（日） 

 ・問合せ 泉町紅葉祭実行委員会事務局（泉支所総務振興課）TEL 67－2111 

 

 ■みなと八代フェスティバル 

 ・11 月 2 日（日）9：00～16：00 

 ・八代外港地区一帯 

 ・護衛艦「じんつう」一般公開、巡視艇「あそぎり」や調査観測兼清掃船「海煌」 

  の体験航海、モーターボートやヨットの体験クルージング、ステージイベント、 

展示、物産販売など 

 ・問合せ みなと八代フェスティバル実行委員会事務局（国際港湾振興課） 

TEL 33－8777 

 

■坂本ふるさとまつり 

・11 月 9 日（日） 9：00～16：00 

・グリーンパークさかもと、坂本公民館 

・なんでもオンステージ、米俵担ぎ大会、ホテル熊本テルサ総支配人土山憲幸 

氏による創作料理、ウォーギング大会など 

・問合せ 坂本ふるさとまつり運営委員会（坂本支所総務振興課内） 

TEL 45－2211 
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■フードバレーやつしろ柚子の収穫祭 

・11 月 14 日（金） 14：00～ 

・泉町打越（西村さん園） 

・柚子を積極的にＰＲし、販路開拓を図る必要があることから、下岳保育園園児 

と柚子畑で柚子を収穫しＰＲする。 

・ＪＡやつしろと八代市の共催事業 

・問合せ フードバレー推進課 TEL 33-8780 

 

■八代妙見祭 

  11 月  1 日（土） 12：00  注連卸 E

し め お ろ し

 
  11 日（火）  7：00  馬揃い 

  15 日（土） 11：00  浅井神社大祭 

  18 日（火） 11：00  中宮祭 

  22 日（土） 14：00  行列（お下り） 

      17：00  御夜 

  23 日（日）  7：30  行列（お上り） 

  12 月 1 日（月） 11：00  AE注連納 E

し め お さ め

 
 ・今年の御夜では泉町の「久連子古代踊り」、東陽町の「坂より上棒踊り」、 

鏡町の「芝口棒踊り」の郷土芸能を披露 

 ・問合せ 文化まちづくり課 TEL 33－4533 

 

■八代演能会 

・11 月 14 日（金） 18：00 開演 

・厚生会館 

・能「枕慈童」、狂言「蚊相撲」 

・問合せ 文化まちづくり課 TEL 33－4533 

 

■ちびっ子妙見祭 

・ 11 月 16 日（日）10：30～14：00 厚生会館、本町アーケード街 

・（出演予定団体）子供獅子、子供奴、木馬、子供亀蛇、子供飾馬、地域伝統 

芸能団体など 

・問合せ 文化まちづくり課 TEL 33－4533 
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 ■妙見祭笠鉾組立見学ツアー 

 ・11 月 16 日（日）9：00～12：00 

 ・（集合）市役所駐車場 

 ・問合せ 文化まちづくり課 TEL 33－4533 

 

■塩屋八幡宮祭 

・11 月 25 日（火） 

・家内安全・商売繁盛を祈願する商店街振興の祭り 

・参道には出店が立ち並び、境内では獅子舞、神輿などが行われる。 

・問合せ 塩屋八幡宮 TEL 32－4530 

 

■八代市文化祭 

 ・11 月の予定 

舞台 

洋舞・詩吟・器楽・民謡・

伝統芸能（36 団体） 

11 月 2 日（日）・

3 日（月・祝） 

やつしろハーモ

ニーホール 

日本舞踊（16 団体） 11 月 8 日（土） 
厚生会館 

市民合唱祭（15 団体） 11 月 9 日（日） 

展示 

菊花展 
11 月 1 日（土）～

9 日（日） 
八代宮 

華道展 

11 月 2 日（日）・

3 日（月・祝） 

やつしろハーモ

ニーホール 

盆栽・寒蘭・押花・水墨画・

イラスト・レザークラフト・

手織展 

書道・手芸編物・ビーズ展 
11 月 8 日（土）・

9 日（日） 
厚生会館 

 ・問合せ 文化まちづくり課 TEL 33－4533 

 

 ■美味しい婚活 in やつしろ 

 ・11 月 15 日（土） 14：30 ～20：30 

 ・①新八代駅から肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」で、地元の食材を使った 

スイーツと九州西海岸の景色を楽しみながら出水駅へ 

②出水駅から新幹線で八代へ 

③セレクトロイヤル八代でディナーを味わいながら懇談 
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 ・35 歳以上の市在住独身男性農業者と 30 歳以上の独身女性 

 ・問合せ 八代市農業後継者育成協議会事務局（市農事研修センター） 

   TEL 52－1815 

 

■八代市ふれあいフェスタ 

・11 月 22 日（土）9：30～15：00 

・やつしろハーモニーホール 

・漫才師の島田洋七さんによる福祉講演会、ふれあい音楽発表会、団体や施設の 

紹介や作品展示、ヘルスアップコーナーなど 

・問合せ 八代市社会福祉協議会 TEL 62－8228 

 

 ■2014 部落差別をはじめすべての差別をなくす 

 人権 子ども集会・フェスティバル in やつしろ 

 ・11 月 29 日（土）9：30 ～15：30 

 ・総合体育館 

 ・（大アリーナ）劇や学習発表、歌、踊りなど 

  （小アリーナ）各学校や団体の人権に関する作品や取組み紹介などの展示 

  （広場）食バザー、体験コーナーなど 

   ※本町アーケードを中心に人権パレードを行う。 

 ・問合せ 人権政策課 TEL 30－1701 

 

 ■博物館 秋季特別展覧会「もののふの美と心」 

 ・開催中～11 月 30 日（日） 

・松井文庫が所蔵する刀剣・刀装具の全貌を初めて紹介 

 ・実演講座 

  11 月 15 日（土）13：30～「刀剣研磨師のしごと」 

      AE正海 E

ま さ う み

A 郁雄（刀剣研磨師） 
 ・特別講演会 

  11 月 29 日（土）13：30～「戦国時代の松井家」 

林 千寿（市立博物館学芸員） 

 ・問合せ 博物館 TEL 34－5555 
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