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１．イベント内容
①スケジュール

※ステージイベントの詳細はP１１

３日（金・祝日） ４日（土）

七つ島
地区会場

メイン
ステージ

10：00～ オープニング・入港セレモニー 10:00～ 開港５０周年記念式典

11:00頃～ ステージイベント※ 11:30頃～
ステージイベント ※
記念歌披露
池田輝郎歌謡ショー

会場
10:00～
20:00

波多津みなと祭り
物産展、企業等PR展
(株)サイゲームス展示コーナー 等

10:00～
17:00

波多津みなと祭り
物産展、企業等PR展
(株)サイゲームス展示コーナー 等

岸壁 終日
帆船「みらいへ」湾内クルージング（4回）
自衛隊艦艇一般公開

終日
帆船「みらいへ」セイルドリル（12:30～）

〃 湾内クルージング(3回）
自衛隊艦艇船内一般公開

その他

10:00～
15:00

コンテナターミナル見学
10:00～
15:00

コンテナターミナル見学
名村造船所見学

夕方～夜
プロジェクションマッピング
花火（18:00～）

18:00～ 祝賀会

久 原
地区会場

会場
10:00～
20:00

ドローン体験
企業等PR展、露店販売 等

10:00～
17:00

ドローン体験
企業等PR展、露店販売 等

岸壁
午前 海上保安部巡視船一般公開

10:00～
17:00

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（13:00～）
海上保安部巡視船船内一般公開

１



２１．イベント内容
②七ツ島地区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

㈱サイゲームス
展⽰ブース

本部



１．イベント内容
③久原地区会場の詳細レイアウト案

３

久原地区

会場⼊⼝

企業等ＰＲ展⽰
ブース



４１．イベント内容
④シャトルバス運⾏概要

時計回り、反時計回りともに各３点を約３０分おき
に運⾏。

久原 七ツ島
七ツ島、久原会場間

ルート①：伊万⾥駅→七ツ島→久原→伊万⾥駅
ルート②：伊万⾥駅→久原→七ツ島→伊万⾥駅
ルート③：七ツ島⇔久原

※1台で、約30分おき運⾏
⼤型バス：50席/1台

※ルートごとに3台で、
約30分おき運⾏
⼤型バス：50席/1台

七ツ島久原

伊万⾥駅

運⾏時間：3⽇ 9:00〜19:00
4⽇ 9:00〜18:00



１．イベント内容
⑤オープニング・⼊港セレモニー概要

時 間：１１⽉３⽇(⾦・祝）午前１０時から（1時間程度）
会 場：七ツ島会場メインステージ
内 容：

①開会宣⾔ ⑤花束贈呈
②ファンファーレ ⑥記念品贈呈
③主催者挨拶 ⑦寄港船舶艦⻑などのご挨拶
④マーチング

出席予定者：寄港船舶乗組員 ⼈数調整中
（⽇本丸、みらいへ、海上保安庁巡視船、海上⾃衛隊掃海艇の船⻑等）

５

40周年セレモニーの様⼦



１．イベント内容
⑥記念式典概要

時 間：１１⽉４⽇（⼟）午前１０時から（1時間半程度）
会 場：七ツ島会場メインステージ
内 容：①開会 ⑤切り絵のロゴマーク披露

②主催者挨拶 ⑥モニュメント披露
③来賓挨拶 ⑦新タイムカプセル封印
④感謝状贈呈 ⑧閉会

出席予定者：国･県･市議員、国⾏政関係、船会社、荷主、
協賛企業、カプセル⽴会者、寄港船舶、実⾏
委員会、伊万⾥港振興会など

６



１．イベント内容
⑦祝賀会概要

時 間：１１⽉４⽇（⼟）午後６時から（２時間程度）

会 場：フォレストイン伊万⾥ ⾶翔の間

内 容：⽴⾷形式

①歓迎挨拶 ④開宴・乾杯

②来賓挨拶 ⑤アトラクション（⼦供太⿎等）

③来賓紹介 ⑥閉会

出席予定者：国･県･市議員、国⾏政関係、船会社、荷主、

協賛企業、カプセル⽴会者、寄港船舶、実⾏

委員会、伊万⾥港振興会など

７



１．イベント内容
⑧帆船「みらいへ」クルージング

帆船「みらいへ」 クルージング運⾏計画（約１時間／回）
１⽇⽬：１１⽉３⽇（⾦・祝） 午前１回、午後３回（予定）
２⽇⽬：１１⽉４⽇（⼟） 午前１回、午後２回（予定）

※午前と午後の間でセイルドリル実施

クルージングルート ○クルージング内容

・帆を張る体験訓練
・世界⼀周学校
（別団体からの要請）

等

注）乗船希望の⽅は、当
⽇、イベント会場での船
の前で整理券を配布

※天候等の状況によりルートは変更の可能性がある。

８

クルージングルート



１．イベント内容
⑨物産展、企業等ＰＲ展の出店状況
物産展・・・８団体２２店舗参加予定
企業等ＰＲ展・・・２０企業、団体参加予定

９

※４０周年記念イベントの際の物
産展、企業等ＰＲ展の様⼦

※現在、調整中の団体も有り。

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事務局

ＧＯＬＤ Ｕ-３５

 伊万里市物産観光振興協議会

NPO さがづくり市民活動　※追加

参加決定団体

企業等ＰＲ展

伊万里東洋(株) 九州ドローン推進協会

佐賀大学海洋エネルギー研究センター ㈱三光

門司税関伊万里税関支署 九州地方整備局唐津港湾事務所

九州運輸局佐賀運輸支局 佐賀県港湾課

「肥前窯業圏」活性化推進協議会 九州電力㈱武雄営業所、㈱九電工伊万里営業所

伊万里海上保安署　 ㈱サカセル伊万里事業所

㈱伊万里木材市場 伊万里港開港５０周年事業実行委員会（伊万里港パネル展示）

㈱鮮鼓堂（㈱かねは食品） 伊万里市教育委員会生涯学習課（カブトガニ展示）

㈱まるきん ㈱奈雅井

佐賀新聞販売店会　 ㈱サイゲームス

参加決定団体



１．イベント内容
⑩企業等ＰＲ展

(株)サイゲームス特設ブース（七ツ島地区）
○ゲームコンテンツの展⽰コーナー
・ゲームコンテンツのPV放映（モニターを設置）
・ゲームコンテンツのグッズ展⽰など

○サガン⿃栖コーナー
・キックターゲット（サガン⿃栖選⼿のサイン⼊り
グッズなどの景品がもらえる。）

・サガン⿃栖グッズ販売など
○佐賀デバックセンターコーナー
デバックセンター説明パネルの展⽰など

１０

キックターゲットの様⼦



１．イベント内容
⑪ステージイベント⼀覧

１

１１

開始時間 団体名 種目 開始時間 団体名 種目

10:00

カトリック幼稚園 マーチング 11:40 伊万里小コーラス部 コーラス

11:10 自衛隊音楽隊 11:50 伊万里合唱団、伊万里少年少女合唱団 コーラス

11:50 中里保育園 和太鼓 12:10 海洋少年団 手旗信号

12:10 久原保育園 エイサー（年長） 12:25 波多津保育園 よさこい

12:25 琉球國祭り太鼓 エイサー 12:31 伊万里風雅 よさこい

12:50 子ども太鼓 和太鼓 12:45 伊万里高校 ブラスバンド

13:15 伊万里商業高校 ブラスバンド 13:15 至誠龍神 太鼓

13:45 黒川小学校 歌 13:45 池田輝郎歌謡ショー

13:55 税関麻薬犬ショー 14:55 トンテントン祭り＆伊万里太鼓演奏 模擬合戦、太鼓

14:15 メリーダンススタジオ ダンス 15:50 どっちゃん祭り女神輿

14:23 リミックス　ダンススタジオ伊万里校 ダンス 16:30 大連市歌舞団 歌、踊り

14:31 フリーダム ダンス 17:10 閉会

14:39 ひょっとこ踊り 踊り

14:45 ＹＯＳＡＫＯＩ伊万里 よさこい

15:00 伊万里中学校 ブラスバンド

15:30 大連市歌舞団 歌、踊り

花火後 ビームサーガイマリ（ヲタ芸） ダンス

３日（金・祝） ４日（土）

記念式典オープニング・入港ｾﾚﾓﾆｰ
10:00

伊万⾥市内の団体を中⼼に
約３０団体の出演

※時間については、変更の可能性があります。



１．イベント内容
⑫コンテナターミナル⾒学概要

１２

・七ツ島会場より⼤型バス（50名/1台）により、⾒学場所まで
移動し、降⾞後、ガントリークレーン、コンテナを⾒学。

・海外との航路、施設、コンテナの中⾝などについて説明。
・⾒学時間は１０〜１５分程度/回

３⽇、４⽇ともに
１０:００

〜
１５:００

バスの定員になり次
第⾒学場所へ出発。

見学場所（５０名／回）※囲いを設置

シャトルバスの導線

ガントリークレーン



１．イベント内容
⑬名村造船所建造ドック⾒学概要

１３

・⾒学⽇時：１１⽉４⽇（⼟）１０：００〜１５：００
・七ツ島会場より⼤型バス（50名/1台）により、建造ドッ
クまで移動し、降⾞後、建造ドックから建造船を⾒学。

・⾒学時間は15〜20分程度/回
・⼤型バスを2台準備。
・バスの定員になり次第⾒学場所
へ出発。



１．イベント内容
⑭記念歌「伊万⾥港」の概要

・キングレコード本社でのレコーディング実施（9⽉8⽇（⾦））
・プロモーションビデオの撮影（9⽉２０⽇（⽕））
・１０⽉２５⽇(⽔) キングレコード(株)からＣＤ発売

歌⼿池⽥輝郎さんの「⾼⼭本線」のカップリング曲とし
て、「⾼⼭本線【ふるさと盤】」をリリース

・１１⽉４⽇(⼟) 13:30頃 池⽥輝郎歌謡ショー開催

１４

レコーディングの様⼦ ＰＶ撮影の様⼦



記念歌「伊万⾥港」歌詞 １５

１番
「わっせ、わっせ、わっせ、わっせ）※女声掛け声

むかし伊万里のみなとでは 焼き物乗せて 南蛮（なんばん）へ
帆に風（かぜ）受けて 船乗りは 大海原をつきすすむ
静かな海（うみ）はとぜんなか 出船（でふね）、入船（いりふね）よー、伊万里港
キーワエンカカーマエロ（２回） チョーサンヤー アラヨーイトナー

２番
今は 伊万里港では コンテナ乗せて 大陸へ
いのちの川に アーチ橋 鶴と亀とが虹（にじ）架ける
汽笛が響く 今日もまた 出船（でふね）、入船（いりふね）よー、伊万里港

３番
明日（あす）の 伊万里のみなとでは クルーズ船が 悠々と
真白きマスト 仰ぎ見て 人と船とが 行き交うよ
世界の海と 永遠（とこしえ）に 出船（でふね）、入船（いりふね）よー、伊万里港
キーワエンカカーマエロ（２回） チョーサンヤー アラヨーイトナー



東屋と東屋の中間点に配置

陶板の規格：３０ｃｍ角陶板で、一辺が６０ｃｍ（３０×４枚）
：染付手描き

制作図案
中央に幾多の波を越える和船。
周りに伊万里焼を作る工程や積出のシーンを配する。

伊万里港開港
５０周年記念碑

佐賀県
平成２９年１１月吉日

１．イベント内容
⑮記念モニュメント（視点場：楠久津公園 休憩所付近）

１６

位置図

七ツ島

久原
伊万⾥湾⼤橋

設置場所



１．イベント内容
⑯新タイムカプセルについて

１７

５０年後、関係者のみなさんが立ち会い
タイムカプセル取出し後の記念撮影

タイムカプセル開封状況

【現在（平成２９年）】
（伊万里港開港５０年）】

【５０年前（昭和４２年）】
（伊万里港開港）

当時、８名の赤ちゃんとご両親の立会状況

※５０年後に８名の赤ちゃんがタイムカプセ
ル開封に立ち会うことを記念碑に刻印

【５０年後】
（伊万里港開港１００年）

１１月４日（土）に開催
する「伊万里みなと祭り２
０１７」記念式典において
、５０年後に開封するタイ
ムカプセルを封印します。
当日、タイムカプセル封

印にお立会して頂ける方が
おられましたら「伊万里港
開港５０周年記念実行委員
会事務局」までご連絡くだ
さい。

注）タイムカプセルには各人思い
出の品を封印して頂き、５０年後
に各人お立合いのもと開封します
。



２．運営に関する事項ついて
①安全対策についての概要

会場内の安全対策（警備等の従事⼈数：延べ２０４名）
・イベント開催時間内の会場への⾞両の進⼊及び移動は禁⽌。
・会場内に出⼊りする⾞両には許可証を配布。

○警備体制
・会場内警備：七ツ島会場（警備員８名）、久原会場（警備員9名）
・警備時間：3⽇（⾦）9:00〜21:00、4⽇（⼟）9:00〜19:00
・雑踏警備：伊万⾥警察署

○駐⾞場誘導体制
・七ツ島会場：誘導員18名、久原会場：誘導員11名

○救急体制等
・救護体制：各会場2名（保健師、消防署員）
・⽔難体制：各会場3名（消防署員）
・救護対応：各会場の救護テントにAED及び救急箱を設置。

各会場に救命ボート、消防テントに浮輪等の機材を配置。

１８



メイン会場

護岸警備

ふわふわ
遊具

波多津
BBQ

岸壁警備
（転落防止）

【帆船みらいへ】 【自衛隊艦艇】

車両通行止

岸壁警備員（市職員）：8名

海上警備（伊有消防署）：3名消防

Cygames
ブース

乗船整理
岸壁警備

物産展

展望台立入禁止（転落防止）

コーン・バーで安全柵設置

雑踏警備（警察署）：2名

２．運営に関する事項ついて
②警備体制(七ツ島地区会場）

１９

消防テント



展望台立入禁止（転落防止）

メイン会場

護岸警備

波多津
BBQ

岸壁警備
（転落防止）

【自衛隊艦艇】

コーン・バーで安全柵設置 岸壁警備
（転落防止）

車両通行止

物産展

Cygames
ブース

ふわふわ
遊具

【帆船みらいへ】

岸壁警備員（市職員）：8名

海上警備（伊有消防署）：3名消防

雑踏警備（警察署）：4名

２．運営に関する事項ついて
③花⽕打上時の警備体制(七ツ島地区会場）

２０

消防テント



七つ島地区会場

交通整理員（市職員）：３名

交通整理員

台船

花⽕保安距離300ｍ

七ツ島会場

久原会場

花⽕打上場所

警戒船

警戒船

警戒船

警戒船を3隻配備。

２．運営に関する事項ついて
④花⽕打上時の警備体制(七ツ島地区会場周辺）

２１



入口

出口

一般駐車場
第1

約1,400台

シャトルバス乗車場
（シャトルバス・工場見学等）

車両通行止関係者駐車場
約340台

駐車場整理員（市職員）：6名

民間委託警備員：5名

シャトルバス整理員（市職員）：1名

２．運営に関する事項ついて
⑤駐⾞場誘導体制(七ツ島地区会場①）

２２



一般駐車場
第２

約５００台

出入口

バス乗車場
（シャトルバス）

駐車場整理員（市職員）：3名

民間委託警備員：3名

一般駐車
場第２

メインステージ

位置図

２．運営に関する事項ついて
⑥駐⾞場誘導体制(七ツ島地区会場②）

２３



【海保巡視船】

【帆船「日本丸」】

乗船整理
岸壁警備

岸壁警備
（転落防止）

コーン・バーで安全柵設置

会場
入口

バス乗車場
（シャトルバス）

岸壁警備員（市職員）：6名

民間委託警備員：3名

関係駐車場

Ｐ

雑踏警備（警察署）：2名

２．運営に関する事項ついて
⑦警備体制(久原地区会場）

２４

海上警備（伊有消防署）：3名消防

消防テント



関係車両以外
進入禁止

満車後、
係員移動

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ
Ｐ

一般駐車場第1
390台

一般駐車場第2
400台

Ｐ

駐車場整理員（市職員）：4人

民間委託警備員：7人

※第1駐⾞場が満⾞になれ
ば、第2駐⾞場へ誘導を⾏
う。

伊万里湾大橋

２．運営に関する事項ついて
⑧駐⾞場誘導体制(久原地区会場）

２５



２．運営について
⑨⾬天時の対応

⾬天時の対応
○11⽉3⽇（⾦・祝）
・オープニング・⼊港セレモニー
予定通り七ツ島特設ステージにて開催。

○11⽉4⽇（⼟）
・記念式典
予定通り七ツ島特設ステージにて開催。

○その他イベント：中⽌
○寄港船舶⼀般公開等：実施予定

※１．天候で11⽉2⽇にテント等の設営ができなかった場合は、11⽉3⽇
に設営。3⽇のイベントついては中⽌。
※２．花⽕は3⽇に⾬天の場合は4⽇へ延期、4⽇に⾬天の場合は後⽇開催
で調整予定。

２６



３．広報活動、イベント報告について
①今後の広報活動スケジュール

２７

10月 11月3日、4日

プレイベント
名村造船所見学会
七ツ島会場での壁面スケッチ

ホームページ
随時更新

懸垂幕
（市役所）

設置中

横断幕
（国道２０４ 二里町）

設置中

チラシ
2回目（直前周知）

広報誌 記事掲載

テレビ、ラジオ 随時

ビジョン、デジタルサイネージ
（博多駅、福岡天神ソラリアビジョン、
　佐賀駅、ゆめタウン　等）

15秒ＰＶ掲載

新聞、雑誌 随時



３．広報活動、イベント報告について
②５０周年記念シンポジウム

・９⽉２３⽇（⼟）伊万⾥市⺠センターで開催
・「伊万⾥港のこれまでの歩みと次の５０年に向けて」をテー
マに、特別講演やチェンバロ演奏、パネルディスカッション
を実施

・来場者約５００名強

２８

伊万⾥港の歴史について
語る富村夫妻

チェンバロを演奏する明楽
みゆき⽒

塚部市⻑と有識者６名によるパ
ネルディスカッションの様⼦



２９

伊万⾥港開港50周年記念事業実⾏委員会


