
平成２３年５月 鹿島市定例記者会見 

 

日 時 平成２３年５月１８日（水） 

１１時から 

場 所 市役所３階庁議室 

 

１ 開会 

２ 市からのお知らせ 

⑴ 「全国囲碁サミット参加宣言」を行います（産業部調整室） 

  【関連】第６０回「祐徳本因坊戦」記念事業 特別展示を行います 

⑵ 犬猫避妊・去勢手術に対する市単独補助を行います 

（建設環境部環境下水道課） 

⑶ 働く世代の無料クーポン券による大腸がん検診を実施します 

（市民部保険健康課） 

 ⑷ 東日本大震災支援対策事業について（総務部総務課） 

 

３ 団体等からのお知らせ 

 ⑴ 株式会社 ネット鹿島 

     鹿島ケーブルテレビ データ放送の開始について 

 ⑵ 鹿島市美術人協会、肥前浜宿水とまちなみの会（共催） 

     第１０回肥前浜宿スケッチ大会・展覧会について 

 ⑶ かしま市民立楽修大学 

     第２回えいぶる事業「山口修＆純子コンサート」について 

 

４ 記者との意見交換 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

問合せ・連絡先 

総務部企画課（Tel 0954-63-2101） 三ヶ島、川原 

次回は６月議会前記者会見 

６月６日（月）１３時３０分～ 

市役所３階庁議室 

※６月定例記者会見の日程は、市議会６月定例会

日程と調整し、後日連絡します。 



定例記者会見資料

本件に関する問合せ先
所属
氏名
TEL
FAX
Mail

平　成 23 年 5 月

産業部調整室

案件 「全国囲碁サミット参加宣言」を行います

アピールポイント

鹿島市は、平安時代に日本で初めて囲碁名人（碁聖）と呼ばれ、碁式
（ルール）をつくったと言われる寛蓮上人が誕生した地として知られてい
ます。
そこで、「囲碁の発祥の地かしま」を全国に発信するとともに「囲碁による
まちづくり」を目指している全国の自治体との連携を図るため、「全国囲
碁サミット」へ参加する宣言を県内自治体として初めて行います。
（九州では２番目）

説明

と　き　第６０回祐徳本因坊戦記念大会前夜祭※
　　　６月３日（金）１９時３０分～
ところ　祐徳稲荷神社参集殿

「全国囲碁サミット」は、全国の囲碁文化の振興に取り組む自治体や日
本棋院、囲碁愛好家が一堂に会し、囲碁に関する講演会や活動報告な
どを行い、地域文化の輪を広げようとするもので、平成２０年度に設立、
現在の参加自治体数１０。
※前夜祭には囲碁の白石で有名な宮崎県日向市長（サミット会員）、黒
石で有名な三重県熊野市長にもご参加いただきます。

sangyou6@city.saga-kashima.lg.jp

関連資料

産業部調整室
中川　宏
0954-63-3411
0954-63-2313

あり



第６０回「祐徳本因坊戦」記念事業 特別展示 

 

【①目的】 

鹿島市出身で平安時代に日本で初めて囲碁の名人と呼ばれ、碁式（ルール）をつくったと言われて

いる寛
かん

蓮
れん

上人にちなみ、「囲碁発祥の地 鹿島」を PR していく。 

【②アピールポイント】 

囲碁界の貴重な逸品が祐徳博物館で展示されます。 

●黒石 「熊野那智黒石」（三重県熊野市）…風土記の時代から続く全国屈指の黒石の産地 

○白石 「日向蛤碁石」（宮崎県日向市）…世界で唯一の蛤碁石の産地 

※碁石の出展に伴い、両市の碁石に関連した特産品の展示を行うとともに、熊野市長、日向市長

が来鹿されます。 

碁盤 全国で３つしかない、阿蘇山噴火時（5300 年前）に埋没したカヤの木を使った貴重な碁盤 

    鹿島秘蔵の貴重な碁盤・碁器の展示 

【③内容】 

 祐徳博物館特別展示 

期間：平成２３年５月２８日（土）～６月５日（日） 

 場所：祐徳博物館（鹿島市古枝乙１６８９） 

 主催：第６０回祐徳本因坊戦記念事業実行委員会 

 問合せ先：鹿島市役所 産業部調整室 ０９５４（６３）３４１１  

  

[主な展示内容] 

・「那智黒石」「日向蛤碁石」、貴重な碁盤、碁笥等の特別展示 

・熊野市・日向市の囲碁に関する特産品の紹介 

・那智黒石原石や蛤型抜き等の展示 

・囲碁にまつわる「逸話」や、碁聖「寛蓮」の紹介 

・囲碁に関する江戸時代の古文書紹介  ※中川（祐徳）文庫より 

・「肥前よろ津新聞」の展示（S２６～３１年の鹿島の世相や事件を反映、紹介した貴重な新聞） 

 

第６０回 全九州 祐徳本因坊戦          場所：祐徳稲荷神社参集殿 

祐徳本因坊戦 各県代表者壮行会 

６月３日（金）１８：００～  一般の部 前夜祭  

※全国囲碁サミット参加宣言 

（全国１０市町参加 九州では日向市に次いで２例目） 

６月４日（土） ９：００～  一般対局 

        １４：００～  小中学生対局 

プロ棋士による指導対局（小中学生対象） 

６月５日（日） ９：００～  準決勝戦・優勝戦 



定例記者会見資料

本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

平　成 23 年 5 月

0954-63-3416

案件

説明

建設環境部環境下水道課

別添資料

0954-63-2313

kankyou@city.saga-kashima.lg.jp

建設環境部環境下水道課環境係

宮崎　八州雄

鹿島市民が飼育する犬猫に対し、獣医師が避妊去勢の手術をすること
が適当と認める生後３ヵ月以上の犬猫で、１世帯につき犬猫各１頭まで
を対象とします。（予算の範囲内となります。）
犬については、登録と今年４月以降に狂犬病予防注射を済ませた犬に
限ります。
■補助金額（定額）
避妊手術　　　　犬　　5,000円　　　　　　猫　　4,000円
去勢手術　　　　犬　　3,000円　　　　　　猫　　2,000円

【新規事業】犬猫避妊・去勢手術に対する市単独補助を行います

アピールポイント
犬猫の無秩序な繁殖を抑制するとともに、動物愛護意識を高めるため、
犬猫の避妊・去勢手術費用に対する定額補助を行います。

あり なし



定例記者会見資料

本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

0954－63－3373

案件

説明

市民部保険健康課

別添資料

0954－63－2135

hokencenter@city.saga-kashima.lg.jp

市民部保険健康課予防係

寺山理津子

1．対象者　 　　平成23年4月1日現在　40歳、45歳、50歳、55歳、60歳
2．日　 時 　　　平成23年9月～11月（17日間）がんセット検診と同時実施
3．場　 所　 　　保健センター(エイブル１階）
4．検査方法　　検査キットによる便検査（自宅で便採取し提出）
5．お知らせ方法　　個人通知、広報かしま、エイブルの木

働く世代の無料クーポン券による大腸がん検診を実施します

アピールポイント

大腸がんは特に働き盛りの40歳代後半から多いがんで、早期発見すれ
ば、100％近く完治するといわれています。
そこで、国の事業により働き盛りの一定の年齢に達した全員に無料クー
ポン券や検診手帳を配布し、大腸がん検診を受けやすくします。
また、大腸がん検診の重要性や検査方法を理解していただき、大腸が
ん検診を実施することで早期発見、早期治療につなげます。

平　成 23 年 5 月

あり なし



定例記者会見資料

本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

総務部総務課

別添資料

0954-63-2129

syoubou3@city.saga-kashima.lg.jp

総務部総務課

白仁田和哉

予算額：１０，０００千円

主な事業内容
　
　①生活援助に要する経費
　　・被災者への生活援助
　
　②被災地への人的援助
　　・被災地への派遣旅費
　　・被災地での必要な消耗品費
　　・被災地への派遣に伴う保険料
　　・被災地での職員の時間外手当

東日本大震災支援対策事業について

アピールポイント

平　成 23 年 5 月

0954-63-2113

案件

説明

あり なし



　東日本大震災支援対策事業の主な内容

　　１．平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災された方々の負担が、少しでも軽減できるよう物心両面にわたり必要な支援を行うもの

（単位：円）
金　　　額

 ・被災者の生活の立て直しを支援するため、3ヶ月以上居住することを条件に生活援助を行う

　　160,000×3ヶ月×14世帯＝6,720,000円 ・援助の額

　　160,000×3ヶ月×14世帯＝6,720,000円 　　　月額１人70,000円を支給し、１人増えるごとに30,000円を加算する(生活扶助の基準を参考)

　　　・160,000円の内訳（4人世帯を想定） ４人家族を想定して

    　1ヶ月当たりの生活援助　70,000円＋30,000円×3人＝160,000円（最高３ヶ月を上限）

　　○5月17日時点での受入れ状況 　160,000円×3ヶ月×14世帯＝6,720,000円≒6,900,000円

　　　・4月1日に岩手県越前高田市より1名（現在知人宅へ避難中）

・現在（5/13時点）での被災者受入れ状況

　 　1名（4月1日に岩手県陸前高田市より鹿島市内知人宅へ避難）

　　・被災地への派遣旅費　　2,490,000円（154,000円×１6名＝2,464,000 ≒ 2,490,000）
　 ・被災地への派遣旅費

154,000円×16名＝2,464,000円≒2,490,000円

・被災地で必要な消耗品費

安全靴、リュック、作業着、マスク等

・保険料

ボランティア活動保険料

・被災地での職員の時間外手当

2,500円×200時間＝500,000

・現在（5/13時点）での派遣状況

一般職員 3月31日 ～ 4月7日 （8日間）

予定 5月21日 ～ 5月30日 （10日間）

保健師 4月24日 ～ 5月1日 （8日間） 宮城県多賀城市へ避難所巡回及び被災者宅訪問

5月4日 ～ 5月10日 （7日間）

予定 6月18日 ～ 6月24日 （7日間）

建築士 5月15日 ～ 5月21日 （7日間） 茨城県桜川市へ伝建地区保存事業の指導

　　２．その他の取組状況

鹿島市 市内住宅等の提供、被災者受入れ時のボランティア、家電・日用品の貸与

社会福祉協議会 義援金の受付、被災地支援ボランティア派遣

佐賀県 救援物資収集、被災者の移動旅費、被災者受入れ時の見舞金、物品の支給及び貸与

10,000

500,000

①生活援助に要する経費

宮城県気仙沼市へ避難所の運営

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

内　　　　　　　　　　　　容項　　　目

6,900,000

②被災地への人的援助

2,490,000

100,000



平成 23 年 5 月 18 日 

株式会社ネット鹿島 

 

 

データ放送で鹿島市民への情報の配信を開始 

 

株式会社ネット鹿島（本社 佐賀県鹿島市）は、鹿島市と連携し、2011 年 6 月よりデータ

放送での地域情報サービスを開始します。 

 

データ放送のコンテンツは、地域に密着した生活情報が主で、鹿島市と連携した行政情

報、佐賀県のあんあん情報、地域の生活に密着した暮らしの情報など地域を限定したケー

ブルテレビならではのきめ細かい情報を幅広く盛り込んでおります。 

サービスエリア内約 1 万世帯のうち、約 5 割近くのケーブル回線接続世帯でデータ放送の

視聴が可能です。 

将来的には、より役立つ地域に密着した情報を発信するため、学校・公民館情報、お悔

やみ情報を段階的に提供していく計画です。 

 

ネット鹿島は今後も、ケーブルテレビネットワークを通して、地域の皆様の生活を豊か

にするサービスを提供して参ります。 

 

 

 

       問い合わせ先      

株式会社ネット鹿島 

企画部 佐々木 

TEL 0954-63-1862  

FAX 0954-62-9459 



 

 

データ放送トップ画面 

 

 

 

鹿島市からのお知らせ画面 

 

 

 



 

主要コンテンツ一覧 

 

鹿島市からのお知らせ 

 新着情報 

 イベント情報 

 届出・証明 

 各種相談 

 健康 

  健康ひろば 

  乳幼児の健康診断 

  乳幼児の予防接種 

  特定健診のお知らせ 

  大人の健康診断 

  高齢者のインフルエンザ予防接種 

  脳脊髄液減少症 

  新型インフルエンザ情報 

  問合先 

 福祉 

 

県からのお知らせ 

 あんあん情報 

 

暮らしの情報 

 お悔み情報 

 休日当番医 

 JR・バス時刻表 

 公共施設の電話帳 

 

学校・公民館 

 11 小中学校 

 6 公民館 

 

佐賀新聞ニュース 

火災情報 

お天気情報 



平成２３年度 第２回えいぶる事業 

報道関係者各位プレスリリース                                                 ２０1１年5月 12日 

                                                                  かしま市民立楽修大学 
 

 

 

 

 

 

 

 
 今回のえいぶる事業は長崎在住の世界的ギタリスト、山口修さんとソプラノの純子さんご夫婦の歌とギタ

ーのコンサートです。ゲストにオカリナ奏者の宮村将広さんもお招きしています。ぜひ告知していただきま

すよう、よろしくお願いします。 

【日   時】 ６月２５日（土） 開場/１８：３０ 開演/１９：００ 

【場   所】 エイブルホール   全席自由 

【入 場 料】 一   般： １,５00円   楽 修 大 学 生： １,000円 

       高校生以下： １,０00円  高校生以下の楽修大学生：  ５00円 

【発売開始日】 ５月 １３日(金) 
【主   催】 かしま市民立楽修大学・山口修＆純子コンサート実行委員会 
【後   援】 鹿島市、鹿島市教育委員会、佐賀新聞社 
【プレイガイド】 かしま市民立楽修大学、ピオ、モリナガ鹿島店、ララベル、 
       Q-BOX、ゆめタウン武雄、有明スカイパークふれあい郷、シーハットおおむら 

【お問合せ】かしま市民立楽修大学（鹿島市生涯学習センター・エイブル内）      担 当：向井・織田 
 ＴＥＬ：0954-63-2138    ＦＡＸ：0954-63-3424  E-mail：able１@po.asunet.ne.jp           
 ホームページ：http://www.kashima-gakushu.com/ 

 

 山口 修（ギタリスト） 
 長崎市出身。第 14 回九州ギター音楽コンクール優勝（１位空位）。第 14 回日本ギターコンクール第２位。スペイン給費留学

生として、渡欧。 フランス・アルル国際音楽祭グランプリ。スペイン・ラミレス国際ギターコンクール及びイタリア・アレッ

サンドリア国際ギターコンクールで日本人初の第１位。南米・ヴェネズェラ・アリリオ・ディアス国際ギターコンクールで第２

位（１位空位）入賞。 

 17 歳でデビューリサイタル。九州交響楽団との共演による一晩で３曲のギター協奏曲の夕べの模様は「山口修、青春の協奏曲」

と題して NHK テレビで放送された。オランダ・ミデルブルグで開催された、オランダ音楽祭「日本の祭り」に出演、オランダ

６都市でリサイタルツアー。ミュンヘンバッハ合奏団、イタリア合奏団、ジャパンレディースオーケストラ、九州交響楽団、横

浜交響楽団、虎の門交響楽団、ニューヨークシンフォニックアンサンブル等と共演。 

 日本フィルハーモニー交響楽団とは故・渡邊暁雄指揮京都公演で初共演後、九州から北海道、オランダコンセルトヘボー公演

に至る全国約 80 会場で共演。フルートの故・P.ランパル、A.アドリアン、ピアノの小林道夫、故・中村八大、尺八の田嶋直士

や村岡実各氏と共演。活動 35 周年を記念し「バッハ無伴奏チェロ組曲全６曲連続演奏会」を開催。歌とギターにおいては、「日

本の歌百選全曲演奏会」を開催した。 

 現在は平成音楽大学非常勤講師。FM 長崎「日曜音楽館」（毎週日曜 6:00～7:00）パーソナリティ。 

 

 山口 純子（ソプラノ） 

 長崎市出身。活水女子短期大学音楽科声楽専攻卒業。西日本新人オーディションに合格、西日本新人演奏会に出演。クラシッ

クはもとより、童謡、映画音楽、ミュージカルなど幅広いレパートリーを持つ。 

 夫の山口修と共に長年「町興しコンサート」や「学校コンサート」「こども劇場公演」「ディナーコンサート」等での演奏経験

を積み上げ、その中で歌い続けた「あなたに捧げる歌」や「生きるもののうた」、交通事故により幼い命を失った「星になった

あかねちゃん」の朗読と音楽は、感動と癒しの世界を広げている。二年間に渡って「日本の歌百選」の全曲演奏に挑み、昨年１

月１０１曲を歌い終えた。かしま市民立楽修大学講師 

 宮村 将広（オカリナ） 
9 歳の頃、オカリナと出会い独学で練習を始める。10 歳の頃、テレビのドキュメンタリー番組に取

材され、「オカリナ少年」として九州全域に放送される。その頃から各地イベントやコンサート、テレ

ビやラジオ・新聞等の各メディア（NHK 天才テレビくん等）に出演。 その後、様々な楽器に触れなが

らオリジナル曲の制作に取りかかり、21 歳の時、オカリナ奏者として本格的な音楽活動を開始。 

【近年の主な活動】 

◆2007 年 ２ヶ月間に渡る全国ツアーを行う。 

◆2008 年 3rd アルバムをリリース。海外公演（台湾）を行う。 

◆2009 年 カナダに渡航。 トロント、モントリオール、ニューヨーク 等で路上演奏を行う。 

◆2010 年 日本での音楽活動を再開。ライブ活動の傍ら、オカリナ教室や生涯教育活動にも積極的に参加。 
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