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 １．イベントスケジュール  
  ※今後、変更の可能性有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 太鼓演奏、ブラスバンド演奏、幼稚園・保育園マーチング、バンド演奏 等 

  ３日（金・祝日） ４日（土） 

七つ島 
地区会場 

メイン 
ステージ 

午前  オープニング 午前  開港５０周年記念式典 

午後  ステージイベント ※ 午後 
 ステージイベント ※ 
 記念歌披露 
 池田輝郎歌謡ショー 

会場 終日 
 波多津みなと祭り（予定） 
 物産展 
 企業等PR展 等 

終日 
 波多津みなと祭り（予定） 
 物産展 
 企業等PR展 等 

岸壁 
午前 

 帆船「みらいへ」入港セレモニー 
 自衛隊艦艇入港セレモニー 

終日 
 帆船「みらいへ」クルージング 
 自衛隊艦艇船内一般公開 

午後 
 帆船「みらいへ」クルージング 
 自衛隊艦艇船内一般公開 

その他 
終日  コンテナターミナル見学 終日  コンテナターミナル見学 

夕方～夜  プロジェクションマッピング、花火 夜  祝賀会 

久 原 
地区会場 

会場 終日 
 ドローン体験 
 企業等PR展  等 

終日 
 ドローン体験 
 企業等PR展  等 

岸壁 
午前 

 帆船「日本丸」入港セレモニー 
 海上保安部巡視船入港セレモニー 

終日 
 帆船「日本丸」船内一般公開 
 海上保安部巡視船船内一般公開 

午後 
 帆船「日本丸」セイルドリル披露 
 海上保安部巡視船船内一般公開 

１ 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
    追加変更点の概要１ 

２ 

変 更 前 変 更 後 

④プロジェクション 
  マッピング 

・コンテナ内での映像投影 
・開催時間：１１月３～４日の日中 

・コンテナ外での映像投影 
・開催時間：１１月３日 日没後 
       （花火打ち上げ前） 

①当日寄港 
   船舶の紹介 

・帆船「日本丸」が寄港決定 
・帆船「みらいへ」が寄港決定 
・他の船舶は調整中 

・さらに下記船舶の寄港が追加決定 
・海上保安部巡視船 
・自衛隊掃海艇２隻 

②物産展 
   企業等ＰＲ展 

・参加団体が未定 
・会場詳細レイアウトが未定 

・参加団体が決定（７月４日時点） 
・会場詳細レイアウトが決定 

③波多津 
  みなと祭り 

・会場詳細レイアウトが未定 ・会場詳細レイアウトが決定 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   追加変更点の概要２ 

３ 

・久原地区開催場所が未定 
・事業内容が未定 

・開催場所：久原地区会場内 
                （予定） 
・大型テント内で実施 
・小型ドローン操縦体験 

変 更 前 変 更 後 

⑤ドローン体験 

⑥記念歌 ・記念歌詳細が未定 
・記念歌詳細が決定 
・池田輝郎氏による記念歌披露 

⑦式典 
   祝賀会 

・祝賀会開催場所が未定 
・祝賀会会場 
 フォレストイン伊万里（予定） 

⑨花火 ・詳細未定 ・花火打ち上げ内容決定 

⑧セミナー 
  シンポジウム 

・会場未定 
・伊万里市内で開催（予定） 
・伊万里港セミナー（午前） 
・シンポジウム（午後） 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLtquQjLLTAhVMNxQKHWi6Cp8QjRwIBw&url=https://www.photolibrary.jp/img194/60119_1265288.html&psig=AFQjCNGuSwVxvFYMqWxZJXK8Js74Cp_ahg&ust=1492745188465948


４ 
 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ①当日寄港の船舶紹介 

帆船「みらいへ」 

自衛隊掃海艇 

「うくしま」 

自衛隊掃海艇 

「とよしま」 

帆船「日本丸」 

七ツ島 

会場 

久原 

会場 

・一般公開 

・一般公開 

・湾内クルーズ 

船舶名 ３日 ４日 

・一般公開 

（船外からのみ） 

・一般公開（船上） 

海上保安部巡視船 

・入港 

・湾内クルーズ 

・帆船ライトアップ（夜） 

・入港 

・一般公開（船上） 

・入港 

・一般公開 

（船外からのみ） 

・入港 

・セイルドリル 

・帆船ライトアップ（夜） 

・入港 

・一般公開 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ②物産展、企業等ＰＲ展 

• ７月４日現在での参加予定 

 物産展・・・７団体１９店舗参加予定 

 企業等ＰＲ展・・・６団体参加予定 

  

５ 

※４０周年記念イベントの際の物
産展、企業等ＰＲ展の様子 

物産展

伊万里市農業協同組合（ふるさと村ほか）

伊万里商工会議所

伊万里飲食業組合

伊万里市西松浦郡菓子工業組合

伊万里にぎわいマルシェ

GOLD U-35

伊万里市物産観光振興協議会

企業等ＰＲ展

株式会社　ＳＵＭＣＯ

伊万里東洋　株式会社

佐賀大学海洋エネルギー研究センター

門司税関伊万里税関支署

九州運輸局佐賀運輸支局

「肥前窯業圏」活性化推進協議会

７月４日現在
参画決定団体

７月４日現在
参画決定団体

※現在、調整中の団体も有り。 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ③波多津みなと祭り（参画予定） 

• 毎年波多津町浦地区で開催されている波多
津みなと祭りを七ツ島会場に誘致予定。 

• １１月３、４日両日で海鮮バーベキューの
販売予定。 

（７月中開催の波多津みなと祭り実行委員会で正式決定） 

 

   写真    写真    写真 

６ 

※４０周年記念イベントの際の波多津みなと祭り会場の様子 
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• コンテナを６つ階段状に積み（下イメージ図） 

 コンテナ壁面に「伊万里港の過去、現在、未来」   

 をテーマとした画像を投影する案で調整中。 

• １１月３日の日没後で花火開催前に実施予定。 

 

約12m 

約８m 

 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ④プロジェクションマッピング（イメージ） 

７ 

イメージ図 

コンテナターミナル視察 約８m 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ⑤ドローン体験 

• 久原会場にテントを設置しテント内でイベントを
行う。 

 ①ドローン操縦体験 

  小型ドローンを用い、子ども向け操縦体験 

 ②ドローンお菓子釣り 

  小型ドローンを用い、小袋入り菓子を釣る 

 

 

８ 

ドローン操縦体験（イメージ） ドローンお菓子釣り（イメージ） 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ⑥記念歌 

• 開港５０周年記念歌「伊万里港」を作成中。 

 作詞：塚部芳和（市長） 

 作曲：水森英夫 

 うた：池田輝郎（伊万里市観光大使） 

• 式典において池田輝郎さんによる記念歌披露 

 （池田輝郎歌謡ショー同時開催） 

９ 

歌手 

池田輝郎氏 

池田輝郎氏歌謡ショーの様子 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ⑦式典、祝賀会 

• 式典 

 時間：１１月４日午前１０時から 

 会場：七ツ島会場メインステージ 

 内容：伊万里港発展に寄与された方 

    などへ表彰、記念品贈呈等 

 

• 祝賀会 

 時間：１１月４日午後６時から 

 会場：フォレストイン伊万里 飛翔の間 

    関係者150～200名参加予定 

１０ 

40周年式典の様子 

フォレストイン伊万里 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ⑧セミナー、シンポジウム 

• 開催時期 １０月頃に同日開催予定 

• 開催場所 伊万里市内開催予定 

• 伊万里港セミナー（午前） 
 特別講演「九州の国際物流と伊万里港（仮）」 

 港湾利用事例紹介（民間企業など） 

• シンポジウム（午後） 

 特別講演 

 「現在の港湾行政、今後の展望（仮）」 

  パネルディスカッション 

 

 

１1 

シンポジウム（イメージ） 
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• 花火の内容 
 日時：11月3日 午後6:00～6:30（30分程度） 
 海上より台船を利用して打上予定。 
 打上数：約1,000発 
 （仕掛け花火、尺玉含む） 
  

   

• 協賛金 
 株式会社サイゲームスより協賛金内諾（手続中） 
  モバイル向けゲームアプリなどの開発企業 
  代表取締役社長は伊万里市出身。 

 

 

        

 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ⑨花火の概要について 

１2 

七ツ島 

久原 

予定地 

花火の打ち上げ場所 
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 ２．記念イベントの追加変更点について 
   ⑩ペンディング（Ｐ）の案件 

１3 

１．七つ島地区会場ステージイベントの詳細 

  

 次回、実行委員会で詳細を提示予定 

 （保育園、幼稚園、小中高校のほか、各種団体の 

  調整に時間を要しているため） 

 
２．企業見学会の詳細 

 
 次回、実行委員会で詳細を提示予定 

 （企業等との調整に時間を要しているため） 
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１４ 

 ３．記念イベントの詳細レイアウト案 

七ツ島地区 

会場入口 

 飲食 

  テーブル 

物産展示ブース 

企業等ＰＲ
展示ブース 

波多津みなと
祭り（予定） 
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 ３．記念イベントの詳細レイアウト案 
１５ 

久原地区 

会場入口 

物産、企業等Ｐ
Ｒ展示ブース 
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 ４．安全対策について 
   ①安全対策の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安全管理、安全対策体制の確立(安全管理実施マニュアル作成・周知) 

 注）安全管理実施マニュアル（案）については、次回実行委員会で提示予定 

 

 

１６ 

施設 安全対策 備考

アクセス道路

（会場付近）

・各所に誘導員配置

・交差点部分に誘導看板配置

誘導員数は

調整中

会場（陸側）

・原則車両進入禁止（給水車除く）

・会場入り口にバリケードの設置

・各所に誘導員の配置

警備員数は

調整中

岸壁（海側）
・コーンとバーによる安全柵の設置

・警備員の配置

警備員数は

調整中

救護 救護室設置（保健師、救命士等）

気象情報 携帯ラジオ常備、風速計の設置

夜間警備 民間業者への委託を予定
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 ４．安全対策について 
   ②七ツ島地区周辺と陸側の安全対策 

１７ 

 七ツ島地区駐車場 

     約２，０００台 
  ※矢印部分に案内看板設置 

  ※誘導員マークに誘導員配置 

  ※通行止マークで車両通行止 

波多津側 

市内側 

メイン駐車場 

サブ駐車場 
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４．安全対策について 
   ③久原地区周辺と陸側の安全対策 

１８ 

松浦市側 

東山代側 

 久原地区駐車場 

     約５００台 
  ※矢印部分に案内看板設置 

  ※誘導員マークに誘導員配置 

  ※通行止マークで車両通行止 
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 ４．安全対策について 
   ④七ツ島地区海側の安全対策 

１９ 

コーンとバーで安全柵設置 

 

 

 

 

 

 

タラップ前に警備員配置 
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 ４．安全対策について 
   ⑤久原地区海側の安全対策 

２０ 

警備 

コーンとバーで安全柵設置 

 

 

 

 

 

 

タラップ前に警備員配置 

警備 
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２１ 

 ５．バス運行について 

①七ツ島会場ルート 
 

 久原       七ツ島 
 

 

 

    駅、市役所 

 
①久原会場ルート 
 

 久原       七ツ島 
 

 

 

    駅、市役所 

 

※3台で、30分おき運行 

 大型バス：45席/1台 

※3台で、30分おき運行 

 大型バス：45席/1台 
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 ６．広報活動について 
  ①活動内容およびスケジュール 

２２ 

6月 7月 8月 9月 10月 11月

プレイベント
タイムカプセル開封
多々良海岸清掃活動

セミナー
シンポジウム

ホームページ 作成
随時更新

懸垂幕
（市役所）

設置

横断幕
（伊万里駅）

設置

ロゴマーク 承認

ポスター
1回目（周知） 2回目(内容精査） 3回目（直前周知）

チラシ
1回目（周知） 2回目(内容精査） 3回目（直前周知）

広報誌 記事掲載 記事掲載 記事掲載 記事掲載 記事掲載

テレビ、ラジオ

新聞、雑誌 読売新聞

駅ビル改修のため別場所設置を検討

随時

随時
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 ６．広報活動について 
  ②プレイベント報告 １ 

• タイムカプセル開封式 

６月１日久原開港記念碑前にてタイムカプセル開封
式を実施。伊万里市史や当時の新聞などが入る。現
在、伊万里図書館にて展示中。 

 

 

  

  

２３ 

碑文を市長と立会者で確認 無事発掘されたカプセルとともに 中身取出しの様子 
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 ６．広報活動について 
  ②プレイベント報告 ２ 

• 多々良海岸清掃活動 

６月２１日多々良海岸にてカブトガニ産卵地の海岸
清掃活動を実施。 

 

 

  

  

２４ 

清掃前 

清掃後 清掃活動の様子 

清掃活動集合写真 
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 ６．広報活動について 
  ③ロゴマークについて 

• ロゴマークは文書により承認済 

• メインロゴマーク   キャラクターロゴマーク 

２５ 
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 ６．広報活動について 
  ④メインイベントの名称について 

• メインイベント名称案 
 

  伊万里港開港５０周年記念事業 

  「伊万里みなと祭り２０１７」 
  

 今後の効果的な広報活動を展開していくた
め、11月3日～4日の50周年記念事業のタイト
ルを上記のとおりとして、ポスターやチラシ
などに掲載して、より効果的にメインイベン
トのＰＲを行う。 

 

 

２６ 
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６．広報活動について 
  ⑤ポスター、チラシによるＰＲについて 

28 

• ポスター、チラシ（別紙案のとおり） 

 を配布してＰＲを行う。 

【配布先】チラシ５０００枚、ポスター4００枚 

 ・各地区公民館（13地区） 

 ・図書館、市民会館、市民センター 

 ・ＪＲ、ＭＲ（伊万里駅など） 

 ・伊万里市近隣の主要大型店 

  （佐賀ゆめタウン、佐世保イオンなど） 

 ・関係団体（行政関係など） 

 ・近隣の海、港湾関係のイベント等での配布 等 

２７ 
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