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１．雲南市市制施行（合併）１０周年記念式典について 

（１）日 時  平成２６年１１月１日（土） 午前１０時から 

（２）会 場  三刀屋文化体育館 アスパル 

（３）概 要  ○一部（オープニング） 

・雲南市の歌披露   外 

○二部（記念式典） 

・市長式辞 

・市議会議長あいさつ 

・来賓祝辞 

・名誉市民顕彰 

・各種功労者表彰 

・健康都市宣言    外 

（４）名誉市民顕彰  １名（陶山吉朗氏） 

（５）各種功労者表彰 個人１５名、１団体 

（６）健康都市宣言 

  市民あげて健康長寿、生涯現役をめざしていくため、「うんなん健康都市宣言」を

記念式典の中で発表し、雲南市が取り組む姿勢を市内外に表して行きます。 

 

２．うんなん幸あり祭について 

（１）開催趣旨 

   雲南市は、これまで「雲南ブランド化プロジェクト」により、「人の幸」「自然の

幸」「歴史の幸」「食の幸」など、雲南市ならではの地域資源を活かしたまちづくり

に取り組んできました。特に、産業振興においては「安全安心な食と農」を活かし

た地産地消や地産都商、農商工連携、６次産業化、農家レストランなどの取り組み

を行い、また観光振興では「神楽」「たたら」といった歴史・伝承遺産を活かした取

り組みを行ってきました。 

   そこで、これまでのこうした取り組みについて、市制施行１０周年を契機に毎年

広く発信することとし、「安心安全な食」「神話に繋がる神楽」「伝統芸能」などの魅

力を発信することにより、更なる産業振興、交流人口の拡大を図ることを目的とし

て、「うんなん幸あり祭」を開催します。 

（２）日 時  平成２６年１１月１日（土） 午後１時～午後４時 

                ２日（日） 午前１０時～午後７時 

（３）会 場  三刀屋文化体育館 アスパル 

（４）概 要 

  ①ステージイベント 太鼓の共演（三刀屋太鼓、掛合太鼓、太鼓集団天邪鬼） 

            神楽の共演（８団体８演目） 

  ②小泉八雲・朗読 LIVE「神話」（佐野史郎＆山本恭司、小泉凡） 

  ③うんなんファーマーズバイキングレストラン（１日 300食限定） 

  ④うんなん丸ごと農産物直売所 

  ⑤特産品即売市場 

  ⑥飲食ブース 

  ⑦うん？なに屋？（職業体験ブース） 

  ⑧紹介コーナー 
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雲南市市制施行（合併）10周年記念事業 

 

 雲南市は、平成26年 11月 1日に、10周年を迎えます。この節目を迎えるにあたり、新市誕生

からの 10年間の歩みを振り返るとともに、次の 10年を描く機会とするため、各種事業・イベントを

開催します。 

 

【事業期間】 

 平成 26年 4月～12月までを中心に行事・イベントを行います 

 

【事業・イベント内容】 

 《10周年記念式典》 

     日時 ： 平成 26年 11月 1日（土） 10:00～ 

     場所 ： 三刀屋文化体育館アスパル 

     内容 ： 記念式典、雲南市の歌披露、名誉市民顕彰、各種功労者表彰、うんなん健康

都市宣言 等 

     問い合わせ ： 総務部総務課（0854-40-1021） 

 《その他の事業・イベント》 

   ・さくらおろち湖ウォーク事業  ※実施済み 

     日時 ： 平成 26年 4月 6日（日） 

     場所 ： ボート競技施設～さくらおろち湖周辺 

     内容 ： さくらおろち湖周辺の景色を楽しみながらのウォーキング 

   ・映画「うん、何？」上映  ※実施済み 

     日時・場所： 

      ○平成 26年 5月 17日（土） 

        木次経済文化会館チェリヴァホール、松笠ご縁の館、大東市民体育館 

      ○平成 26年 5月 18日（日） 

        加茂文化ホール ラメール、吉田生涯学習交流館、三刀屋文化体育館アスパル 

     内容 ： 10周年を記念して、映画「うん、何？」の再上映 

     入場料：一般 500円（当日 700円）、中学生以下無料 

   ・チャレンジデー2014  ※実施済み 

     日時 ： 平成 26年 5月 28日（水） 

     場所 ： 市内 

     内容 ： 市制施行 10周年を記念し、市内統一種目の実施、記念イベントなど開催 

   ・雲南市制施行 10周年記念「ＮＨＫのど自慢」  ※実施済み 

     日時 ： 平成 26年 6月 15日（日） 開演 12:35 

     場所 ： 三刀屋文化体育館アスパル 

     内容 ： テレビ番組の公開放送 

   ・創作市民劇「TAKASHI」 

     日時 ： 平成 26年 9月 14日（日）、15日（月） 

     場所 ： 木次経済文化会館チェリヴァホール 

     内容 ： 永井隆博士を題材にした雲南市創作市民演劇 

     問い合わせ ： 木次経済文化会館チェリヴァホール（0854-42-1155） 
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   ・雲南市ジョイフルスローピッチソフトボール大会 

     日時 ： 平成 26年 10月 12日（日） 

     場所 ： 木次運動公園野球場 

     内容 ： ボール表面が柔らかい安全性の高いボールを使った生涯スポーツとして、誰も 

          が安全に競技できるスローピッチソフトボールの大会 

     問い合わせ ： 雲南市ソフトボール協会事務局（090-2297-1332） 

   ・うんなん幸あり月 2014 

     日時 ： 平成 26年 10月１２（日）～11月３０日（日） 

     場所 ： 市内 

     内容 ： 10月中旬からの１カ月を「幸あり月」と命名。雲南ならではの催しを市外に向け 

一体的に発信 

     問い合わせ ： 政策企画部政策推進課（0854-40-1011） 

   ・元気な地域づくり活動発表会 

     日時 ： 平成 26年 10月 31日（金） 

     場所 ： 木次経済文化会館チェリヴァホール 

     内容 ： 市内の地域自主組織の皆様が活動の一端を発表 

     問い合わせ ： 政策企画部地域振興課（0854-40-1013） 

   ・うんなん幸あり祭 

     日時 ： 平成 26年 11月 1日（土）、2日（日） 

     場所 ： 三刀屋文化体育館アスパル 

     内容 ： ステージイベント（太鼓の共演、神楽の共演）、農家レストラン、農産加工品販売、

テント村、職業体験ブースなどを開催 

     問い合わせ ： 産業振興部商工観光課（0854-40-1054） 

   ・温浴施設入浴料無料化 

     日時 ： 平成 26年 11月 2日（日）、3日（月） 

     場所 ： 市内 7温浴施設 

          （桂荘、かもてらす、おろち湯ったり館、ふかたに荘、清嵐荘、まめなかセンター、 

満壽の湯） 

     内容 ： 期間中の入浴料を無料化 

     問い合わせ ： 市内対象温浴施設・総務部総務課（0854-40-1021） 

   ・さくらおろち湖マラソン大会 

     日時 ： 平成 26年 11月 16日（日） 

     場所 ： さくらおろち湖周辺 

     内容 ： さくらおろち湖周辺を会場に市民マラソン大会を開催 

     問い合わせ ： 政策企画部ダム対策課（0854-40-1012） 

   ・雲南市トップアスリート招致事業 

     日時 ： 平成 26年 12月中旬予定 

     場所 ： 未定 

     内容 ： 未定  

     問い合わせ ： 教育委員会社会教育課（0854-40-1073） 

 

 


