
開催日時 場所

1 通年 ‐

2 4月 -

3 4月10日（水） 水俣川護岸

4 5月18日（土） エコパーク

5 7月7日（日） 武道館

6
7月27日（土）
　  28日（日）

商店街

7
7月30日（火）
     31日（水）

薩摩川内市立
少年自然の家

8

【第1回】
8月3日（土）

【第2回】
12月7日（土）

【第3回】
2月29日（土）

【第4回】
3月28日（土）

水俣環境アカデミア

9 8月4日（日） 水俣川河口

10 8月6日（火） もやい館

11 8月11日（日） 武道館第27回亀嶺旗争奪少年剣道大会 熊本・宮崎・鹿児島の3県から参加がある小中学生の剣道大会。

水俣の歴史講座（全4回）
※第3回及び第4回講座は新型

コロナウイルス感染症の拡大防止
のため中止となりました。

水俣の歴史を時代ごと4期に分け、専門家を招聘して4回シリーズの講座を開催す
る。

国際交流カフェinみなまた
※台風接近により中止となりました。

県内に在住する外国人を水俣市に招待し、水俣高校生と異文化交流を行う。高校
生によるプレゼン発表や、市内観光を行う。

水俣川鮎の放流体験事業

水俣花火大会2019
inエコパーク

通常の花火大会に加え、市制70周年記念メッセージ花火打上げを実施。

第64回恋龍祭 開催時にのぼりにより70周年のPRを行う。

稚鮎の放流体験を通じて、地域の子どもたちに水俣川の良さと自然環境保全の大
切さを感じてもらうことを目的に実施。

第26回亀嶺旗争奪少年空手道大会 熊本・宮崎・鹿児島の3県から参加がある小中学生の空手道大会。

事業名 事業内容

市制施行70周年PR
のぼり旗作製

市制施行70周年を市民にアピールするため、のぼり旗を作製し記念事業実施会場
及び周辺に設置する。

第44回みなまた競り舟大会 市民約1,000人が参加する本市の夏の風物詩。

新デザイン診察券発行 診察券に江口寿史氏が制作したイラストを使用し、「70周年」と記載する。

小学生国際交流事業
市内小学生4～6年生の児童を対象に、楽しく英語に触れ合いながら、様々な体験
活動を行い、他校の児童との交流をする、2日間の集団宿泊。



開催日時 場所事業名 事業内容
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   8月24日（土）
    【予備日】

   8月25日（日）
   8月31日（土）

水俣川
小崎親水公園

13
8月31日（土）
 9月1日（日）

湯の児

14 9月8日（日） 市文化会館

15 9月22日（日） 市文化会館

16 10月12日（土） 市文化会館

17 10月12日（土） もやい館

18 10月12日（土） 市文化会館

19 10月12日（土） 市文化会館

20 10月12日（土） 市文化会館

21 10月12日（土） 市文化会館

22 10月12日（土） 市文化会館

23 10月17日（木） 市文化会館

水俣環境アカデミア
シンポジウム

水俣市文化会館
自主文化事業①

生の優れた舞台芸術等を低料金で鑑賞する機会を提供する。
宝くじ文化公演「大野雄二＆ルパンティックシックス～Lupintic Jazz Live～」
（公演委託料は宝くじ財団が負担）

MINAMATA SUP BAY・
第2回西日本SUP選手権大会RACE

人気のマリンスポーツであるＳＵＰのSUPA公認大会を開催。併せて、SUP、ドラゴン
SUPのビギナーレース、SUPヨガなど、水俣の美しい海を楽しむイベントを同時開
催。

持続可能な地域社会を形成するためのシンポジウム「さかなクン講演会」を、記念
式典開催にあわせて実施する。

記念式典開催時に、文化会館ロビーで新庁舎の完成イメージ（模型など）の展示を
実施する。

水俣市国際交流員が企画する姉妹都市デボンポートの児童たちと水俣市内小学生
が互いに作成した鯉のぼりを交換する事業。送付する前にもやい館内に作品を展
示をする。

新庁舎関係展示

水俣川親子ふれあい体験事業 水俣市内の親子を対象とする川遊び体験イベントを開催する。

記念式典開催時に、文化会館ロビーで児童・生徒の作品（写生大会作品）を展示す
る。

姉妹都市交流事業

金婚夫婦表彰式
昭和44年に結婚し、年内（1月1日から12月31日まで）に満50年に達する夫婦及び昭
和43年以前に結婚し、まだ表彰を受けていない夫婦を対象に市が金婚を祝福し表
彰する。

児童・生徒の未来に向けた
作文コンクール

次世代を担う子どもたちに、水俣の未来について考えてもらうことで、「ふるさとを想
う気持ち」や「自分の考え」を大切してもらうことを目的に実施。

児童・生徒の作品展示

記念式典 市制施行70周年を祝う式典を開催。

市制施行70周年写真展
記念式典開催時に、文化会館ロビーで市制施行以来70年間の水俣の歩みを写真
で振り返る。

第12回もやい音楽祭
障がいのある人や水俣病等の被害を受けた方々の詩を募集し、それに曲をつけて
発表する音楽祭。



開催日時 場所事業名 事業内容

24 10月27日（日） 市立体育館

25 11月2日（土） エコパーク

26 11月3日（日） もやい館

27 11月3日（日） もやい館

28 11月6日（水） 市文化会館

29 11月9日（土） 産業団地

30 11月17日（日） 市公民館

31 11月24日（日） 市文化会館

32
11月30日（土）
12月1日（日）

市文化会館

33 12月第2土曜日 丸島新港

34 12月15日（日） 市公民館

出張！なんでも鑑定団
in水俣

民放公開番組を誘致し、市民に喜んでもらうとともに、地域の活性化と本市の全国
へのPRを図る。

「和楽器演奏集団　独楽」
公演

和太鼓をはじめ、津軽三味線・琴・尺八・篠笛・唄などで編成する「和楽器演奏集団
独楽」の公演を開催。

水俣市認知症地域支援
フォーラム

認知症に対する理解の促進及び正しい知識の普及を図るための情報を提供、認知
症予防・介護予防の普及啓発を目的とした講演会等を実施する。

水俣パートナーシップウィーク事業
講演会

男女共同参画社会形成への理解を図り、『男女（みんな）でいきいき・共に輝くまち』
を進めるために、タレント、エッセイスト、ラジオパーソナリティとして、マルチに活躍し
ている小島慶子さんの講演会を開催。

劇団「丸福ボンバーズ」
水俣公演プロジェクト

劇団を招請して演劇公演を開催し、舞台芸術の鑑賞の機会を創出するとともに、市
民の芸術・文化意識の向上及び文化交流の促進並びに域内交流人口の拡大を図
る。

水俣漁師市
丸島漁港で月に１回開催。水俣の海でとれた水産物の販売、ふるまいを行う。12月
には水俣漁師市が5周年をむかえる。

第１１回みなまた
産業団地まつり

開催時にのぼりにより70周年のPRを行う。

花の寄せ植え体験・講習会
花壇づくりの専門講師から寄せ植えの講演、実演をしてもらい、参加者も講師指導
の下、寄せ植えを体験する。

水俣市健康まつり

第2回九州和紅茶サミット
inみなまた

みなまた和紅茶ほか各地の国産紅茶の飲み比べを行う。

第40回市民スポーツ祭り 地域で団結し、楽しく競う市民運動会。

市民の健康づくりを支援するため、生活習慣病予防に重点をおき、講演会、健康相
談、健康チェック、健康づくり作品展示等を実施する。
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【市民給食試食会】
1月24日（金）
1月27日（月）
1月28日（火）

【学校給食フォーラム】
1月31日（金）

【市民給食試食会】
学校給食センター

【学校給食フォーラム】
市公民館

36 1～3月休日 エコパーク

37 2月9日（日） 市文化会館

38 2月23日（日） エコパーク

39 2月24日（月） 市文化会館

40 2月27日（木）
水俣市浄化センター

ほか5か所

41 3月1日（日） もやい館

42 3月20日（金） 市文化会館

43
3月28日（土）
3月29日（日）

エコパーク

44 3月31日（火） -

サラたまちゃん祭り
※新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため中止となりました。
サラたまちゃん（サラダたまねぎ）を中心とした農畜産物販売。

もやい直し事業
「辻井いつ子講演会」

※新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため中止となりました。

世界的ピアニスト辻井伸行さんを育てられた辻井いつ子さん（母）の講演。

第47回市民駅伝大会
※新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため中止となりました。

地域の部、職域の部、女性の部でタスキを繋ぎ、早春のエコパークを駆け抜ける駅
伝大会。

給食センター記念事業

広報みなまた増刊号
市制70周年を記念した、広報みなまた増刊号を発行し、全戸配布する。関連事業の
まとめ年表、写真パネル展の再掲などフルカラーで最大50ｐを予定。

水俣市文化会館
自主文化事業②

※新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため中止となりました。

生の優れた舞台芸術等を低料金で鑑賞する機会を提供する。
「中国雑技　～芸術の祭典～」

【市民給食試食会】
各世代が選んだ人気メニューを取り入れた「市民給食試食会」を実施

【学校給食フォーラム】
「はなちゃんのみそ汁」の著者・安武信吾さんによる講演会を実施

ＮＨＫのど自慢
ＮＨＫ公開番組を誘致し、市民に喜んでもらうとともに、地域の活性化と本市の全国
へのPRを図る。

デザインマンホール設置及び
マンホールカード作成

江口寿史氏デザインのカラーマンホールを市内6か所に設置。併せて同じデザイン
のマンホールカードを令和2年8月に作成・配布予定。

恋路カキ小屋

水俣高校音楽部創部70周年記念
第47回定期演奏会

※新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため延期となりました。

市制と同じ創部70周年を記念する定期演奏会を実施し、水俣高校が牽引する「合唱
のまち 水俣」を市民に改めてアピールするとともに、水俣高校生という水俣の誇れ
る若者の存在とその価値を市民に周知する。

水俣でとれる養殖マガキ「恋路カキ」のカキ小屋。水産物の販売も行う。


