
平成２ ７ 年１ 月１ 日～２ 月１ ５ 日行事予定表（ 八代市）

※平成26年12月25日現在

1

日 曜 時　間 場　所 問合せ

1/1
元日

木

2 金

3 土 御田植祭り 八代神社（妙見宮）
八代神社

Tel32-5350

4 日

5 月 仕事始め

13:00～ 平成27年「年頭研修会」 千丁文化センター
教育サポートセンター

Tel30-1667

6 火

7 水 10:30～ 図書館講座　文学講座「漱石と熊本」 図書館本館
図書館

Tel32-3385

8 木

9 金

10 土 10:00～ 第18回八代こども科学フェア（～11日まで） ハーモニーホール
商工振興課

Tel33-8513

10:00～
平成26年産　八代地方果実品評会・宣伝会
（～11日まで）

イオン九州熊本
（嘉島町）

農業生産流通課
Tel33-8751

11 日 14:00～ 平成27年　八代市成人式 厚生会館
生涯学習課

Tel30-1110

14:00～
図書館シネマ・名作映画鑑賞会
「スープ・オペラ」

図書館本館
図書館

Tel32-3385

12
成人の日

月

13 火

14 水 10:00～ 特設人権相談所 千丁支所
人権政策課

Tel30-1711

15 木 9:00～ こころの健康相談 市保健センター
はつらつ健康課
Tel32-7200

16 金

17 土 10:00～ 認知症サポーター養成講座 南部市民センター
長寿支援課

Tel33-4436

18 日 10:00～ 第10回八代市校区対抗駅伝競走（全10区間）
県営八代運動公園
⇔球磨川河川緑地

いきいきスポーツ課
Tel35-0211

19 月

20 火 10:00～ 八代管内子ども工作・創作展（～25日まで） 市立博物館
博物館

Tel34-5555

21 水 9:00～ 第2回消費生活特別相談会（～22日まで） 市役所5階会議室
市民活動支援課
Tel33-4482

10:00～ 孤立地域に係る防災実動訓練 球磨川河川緑地ほか
防災安全課

Tel33-4112

10:00～ 特設人権相談所 東陽支所
人権政策課

Tel30-17１1

10:30～ 図書館講座　歴史講座「石垣原合戦と松井康之」 図書館本館
図書館

Tel32-3385

13:30～
地域公民館講座　カラダいきいき健康講座
第1回「知っておこう　認知症予防教室」

八代公民館
八代公民館

Tel34-3479

22 木
9:30～
13:30～

介護技術教室　午前：安全な移動・移乗について
　　　　　　　午後：清潔保持のケアについて

午前：麦島公民館
午後：金剛公民館

長寿支援課
Tel33-4436

23 金

24 土

25 日 9:00～ 平成27年八代市消防出初式 球磨川河川緑地
防災安全課

Tel33-4112

10:00～ 世界の料理教室（中国編） 市保健センター
秘書課

Tel34-1090

26 月 13:30～ こころの健康相談 市保健センター
はつらつ健康課
Tel32-7200

27 火 10:00～ 「第61回文化財防火デー」に伴う防火訓練 安養寺
文化まちづくり課

Tel33-4533

行事名
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14:00～
身近な相談員育成セミナー　第1回
「身近な相談員とは」「遺言・相続」など

市役所5階会議室
市民活動支援課
Tel33-4482

28 水 13:30～
地域公民館講座　カラダいきいき健康講座
第2回「いつまでも自分で歩こう　リハビリ教室」

八代公民館
八代公民館

Tel34-3479

10:00～ 八代小中特別支援学校書写展（～2/1まで） 市立博物館
博物館

Tel34-5555

29 木

30 金 13:30～
明日の八代（まち）づくり講演会
～協働によるまちづくりに関する条例を考える～

鏡文化センター
市民活動支援課
Tel33-4482

31 土 9:30～ 文化庁伝統文化親子教室発表会 厚生会館
同実行委員会
Tel33-8558

2/1 日 10:00～ 第3回やつしろＴＯＭＡＴＯフェスタ 本町アーケード
同実行委員会
Tel35-2501

2 月

3 火

4 水 10:30～ 図書館講座「山頭火と蓮田善明」 図書館本館
図書館

Tel32-3385

13:30～
地域公民館講座　カラダいきいき健康講座
第3回「今のままで大丈夫？　生活習慣改善教室」

八代公民館
八代公民館

Tel34-3479

5 木
9:30～
13:30～

介護技術教室　午前：鏡校区
　　　　　　　午後：代陽校区

午前：農事研修センター
午後：代陽公民館

長寿支援課
Tel33-4436

6 金 9:00～
冬季特別展覧会「お姫さまの婚礼道具」
（～3/22日まで）

市立博物館
博物館

Tel34-5555

7 土 13:00～ 野鳥観察会
球磨川河口右岸堤防沿い
（集合：鼠蔵町研修所）

環境課
Tel33-4114

13:30～ 八代城跡群国史跡指定記念シンポジュウム 厚生会館
文化まちづくり課

Tel33-4533

8 日 8:30～ 第20回水とみどりのふれあいスクール 水無川ほたるの里公園
水産林務課

Tel33-4119

10:00～ いっそＤＥフェスタ２０１５ ハーモニーホール
人権政策課

Tel30-1701

9 月 汐止記念祭・墓前祭 郡築神社・古城郡長墓前
郡築公民館

Tel37-0175

10 火

11
建国記
念の日

水

12 木 9:00～ こころの健康相談 市保健センター
はつらつ健康課
Tel32-7200

13 金

14 土 11:00～
城下町「やつしろ」のお雛祭り（3/8まで）
オープニングセレモニー

本町2丁目イベント広場
観光振興課

Tel33-4115

12:00～ フレンドリーやつしろフェスタ（～15日まで） ハーモニーホール
フレンドリーやつしろ

Tel35-6460

14:00～
生活習慣病予防講演会
「生活習慣病と腎臓病の意外な関係」

ハーモニーホール
はつらつ健康課
Tel32-7200

14:00～ 冬季特別講演会「松井章之と琴の結婚」 市立博物館
博物館

Tel34-5555

久連子福寿草まつり（～3/8まで） 泉町久連子地区
五家荘地域振興会

Tel36-5800

15 日 9:30～
八代の歴史を学ぶ講座
　～茶庭と茶の湯を体験する～

松井神社
文化まちづくり課

Tel33-4533

第9回八代おざや節全国大会 鏡文化センター
同実行委員会
Tel52-7653

2月22日 第15回かがみふるさと音楽祭 鏡文化センター
鏡文化センター
Tel52-1114

2月19日
身近な相談員育成セミナー　第2回
「最近の相談事例」「老後の金銭管理」など

市役所5階会議室
市民活動支援課
Tel33-4482

その他


	行事予定

