
平成２３年１０月 鹿島市定例記者会見 
 

日 時 平成２３年１０月１８日（火）１１時～ 

場 所 市役所３階庁議室 

１．開  会 

 

２．市からのお知らせ 

⑴ 重要伝統的建造物群保存地区選定５周年記念事業［まちなみ建設課］ 

   （伊能忠敬来鹿２００年記念プレイベント） 

⑵ 第１回まちづくり懇話会を開催します［企画課］ 

 

⑶ 市内全世帯に鹿島市「市民便利帳」を配布しました［企画課］ 

 

⑷ 鹿島市食育講演会～料理から学ぶ食育～［保健健康課］ 

 

 

⑸ 囲碁サミット２０１１に市長が初参加［企画課］ 

 

⑹ 防衛大臣感謝状を受賞しました［総務課］ 

 

⑺ 第１３回少年の夢発表会を開催します［生涯学習課］ 

 

⑻ 平成 23 年新嘗祭献穀受納式について［農林水産課］ 

 

３．市議会からのお知らせ 

⑴ 平成２３年度鹿島市議会報告会の開催について 

 

４．団体等からのお知らせ 

⑴ 鹿島市プレミアム商品券を発売します ほか［鹿島商工会議所］ 

 

⑵ 新商品について［株式会社エヌケーフーズ］ 

 

 ⑶ 秋の祐徳植木市［鹿島市観光協会］ 

 

 ⑷ 第９回かしま鍋島竹あかり［同実行委員会］ 

 

５．行事予定 

 １０月２７日（木） 市教育委員会表彰式 １０時～ 市役所５階大会議室 

 １０月３０日（日） かしまエコフェスタ  ９時～ エイブルほか 

 １０月３０日 ～  第４３回鹿島市文化祭（市報記事を添付） 

 １１月 ４日（金） 鹿島市表彰式    １１時～ 市役所５階大会議室 

 

６．記者との意見交換 

 

７．閉  会 

次回は１１月定例記者会見 １１月１５日（木）１１時～ 市役所３階庁議室 

問合せ・連絡先 総務部企画課℡６３－２１０１三ヶ島、川原 



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

0954-63-3415

案件

説明

建設環境部　まちなみ建設課

別添資料

0954-63-2313

machinami2@city.saga-kashima.lg.jp

建設環境部まちなみ建設課まちなみ保存係

三原博之

平成２３年１１月５日（土）伊能忠敬来鹿２００年記念プレイベント
１７：００　浜小学校６年生による発表会　「浜町のよいところを伝えよう」
　　　　　　講話　「伊能忠敬と佐賀の接点を探る」
　　　　　　座談会「ふるさとの歴史・文化を活かした地域づくり」

平成２３年１１月６日（日）重伝建選定5周年記念シンポジウム
　　　　　　　　　　　　　　　　「肥前浜宿の町並み保存-防災からまちづくり-
」
１３：００　記念講演「文化財建造物の防災と課題について」
　　　　　パネルディスカッション「肥前浜宿の町並み保存-防災からまちづ
くり-」

１０：００～１７：００　秋の蔵々まつり　肥前浜宿一帯
１０：００　多良海道ウォーク

重要伝統的建造物群保存地区選定5周年記念事業
（伊能忠敬来鹿200年記念プレイベント）

アピールポイント

重要伝統的建造物群保存地区選定５周年を記念し、肥前浜宿の素晴ら
しさを再認識するため記念シンポジウムを行う。また、来年伊能忠敬が
鹿島に測量に訪れて２００年を迎えることからこれを記念しプレイベントを
行う。
５日のプレイベントでは地元浜小学校の生徒による発表会や千葉県佐
原（現香取市）と鹿島のつながりを探る。６日のシンポジウムでは町並み
を保存する上で欠かせない防災についてパネルディスカッションを開催
する。
6日は一日を通して肥前浜宿に多数残る伝統的な建物である「蔵」で「秋
の蔵々まつり」と題し様々なイベントが催される。

平　成 23 年 10 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

０９５４－６３－２１０１

案件

説明

総務部企画課

別添資料

０９５４－６３－２１２９

toukei1@city.kashima-saga.lg.jp

総務部企画課（懇話会事務局）

三ヶ島正和

日　時　　平成２３年１０月３１日（月）１４時～
場　所　　庁議室（鹿島市役所３階）
内　容　　①委員紹介
　　　　　　②懇話会の概要説明など
　　　　　　③市が抱える課題（テーマ）
　　　　　　※市長、副市長も出席予定

第１回鹿島市まちづくり懇話会を開催します

アピールポイント

本年１０月から始まる市民連携型まちづくり事業のひとつ。市長が招集
する常設の懇話会として、市内団体からの推せん者と公募した市民の２
０人程度を常任委員に委嘱し、原則月１回開催。市長の設定したテーマ
（１会議１テーマ、市政全般）に対し、２時間程度意見交換を行い、市長
へ提言を行う。
・委員の任期は１年間。（再任可、市民委員は毎年度公募のため再任不
可）
・市長だけではなく常任委員からもテーマを出すことができる。
・諮問→答申といった形式にこだわらない意見交換、議論の場とする。

平　成 23 年 10 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

0954-63-2101

案件

説明

別添資料

toukei1@city.saga-kashima.lg.jp

平成２３年３月２４日に鹿島市と㈱サイネックスとの間に鹿島市「市民便
利帳」の共同発行に関する協定を結び、官民協働事業として取り組んで
きた市民便利帳が完成。１０月１２日から市内全世帯（約１０，４００世帯）
に嘱託員（区長）を通じ無料配布を行っている。

0954-63-2129

三ヶ島正和

・鹿島市での市民便利帳発行は十数年ぶり。（前回は市単独作成）
・同様の方法により県内で㈱サイネックスと市民便利帳を共同発行した
市町は、伊万里市、白石町、神埼市に次いで４例目。
・発行に関する費用は、広告収入により全額を賄い、広告及び冊子の発
行に関しては㈱サイネックスが、行政情報等記事の提供は鹿島市がそ
れぞれ行った。
・掲載内容は、前半に地域情報（観光・資源）、後半に行政情報（手続き
など）の２部構成でＡ４版フルカラー約１００ページ。

市内全世帯に市民便利帳を配布しました

アピールポイント

総務部企画課

企画課情報統計係

平　成 23 年 10 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

市民部保険健康課

0954-63-3373

案件

説明

別添資料

平　成 23 年 10 月

0954-63-2135

hokencenter@city.saga-kashima.lg.jp

寺山理津子

と　き　　    平成２３年１０月２７日（木）１３時から１４時３０分
ところ　    　鹿島市民会館　3階大会議室
講　師　　    山並辰巳氏
定　員　　    鹿島市民３０名程度
申込み　     事前に電話でお申込みください
申込期限　  平成２３年１０月２６日（水）午後５時まで
申込問合先　鹿島市保健センター　６３-３３７３

鹿島市食育講演会　～料理から学ぶ食育～

アピールポイント

　鹿島市では、山並辰巳氏を招き食育講演会を開催いたします。
　山並氏は、現在のヒルトン福岡シーホークホテル（旧　JALリゾートシー
ホークホテル福岡）の総料理長をへて、福岡県糸島市のレストラン「美咲
亭」のオーナーシエフであり、その傍ら休日等には、野菜ソムリエや食育
指導士として各方面で講演会や料理の実地指導等と活躍されており、地
産・地消にも深く理解を示されているかたである。

市民部保険健康課

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

平　成 23 年 10 月

囲碁サミット２０１１に市長が初参加

アピールポイント

総務部企画課

企画課秘書係

0954-63-2100

案件

説明

別添資料

hisyo@city.saga-kashima.lg.jp

平成２３年６月３日、祐徳本因坊戦第６０回大会の前夜祭で、樋口市長
が全国囲碁サミットへの参加宣言を行ったことに伴い、１０月２９日（土）
に宮崎県日向市で開催される「囲碁サミット２０１１」に初参加、パネル
ディスカッションに登壇するなど、地域の囲碁文化の報告や相互交流を
図ることで囲碁文化の振興に寄与する。

0954-63-2129

中村祐介

・開催地の日向市とは、祐徳本因坊戦第６０回記念大会の全国囲碁サ
ミットへの参加宣言時に日向市長に立会を依頼、また、特別展示品とし
て日向蛤碁石（白石）を拝借するなど、囲碁を通しての交流がある。
・囲碁サミット２０１１に合わせ、第２３回日向はまぐり碁石まつりが開催さ
れる。
■囲碁サミット２０１１開催概要
日　時　平成２３年１０月２９日（土）１３時３０分開演
会　場　日向市　ホテルベルフォート日向
内　容　【第１部】基調講演　【第２部】パネルディスカッション
　　　　　【第３部】無料指導碁

※サミット参加予定自治体
大仙市（秋田）、聖籠町（新潟）、大町市（長野）、北本市（埼玉）、北杜市
（山梨）、平塚市（神奈川）、益田市（島根）、尾道市（広島）、熊野市（三
重）、日向市（宮崎）、鹿島市（佐賀）

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

平　成 23 年 10 月

防衛大臣感謝状を受賞しました

総務部課総務課

総務課行政係

0954-63-2113

案件

説明

別添資料

gyousei@city.saga-kashima.lg.jp

0954-63-2129

疋田康弘

　鹿島市としては、昭和４３年度、平成１６年度に続き３度目の受賞であ
る。
また、自衛隊によれば自衛隊基地が周辺にない地方自治体の複数回の
受
賞は珍しいとのこと。
　平成２３年度の受賞地方自治体数は、全国で８団体である。（県下で
は、他に小城市、上峰町）

・防衛大臣感謝状受賞理由
　　・鹿島市からの自衛官の新入隊・入校者が３年連続自衛官募集人員
の
　　　目標を達成したため自衛官募集功労として防衛大臣感謝状の受賞
と
　　　なった。

・防衛大臣感謝状贈呈式
　　日   時：平成２３年１０月１５日（土）１４：１０～
　　場　 所：東京都新宿区　ホテルグランドヒル市ヶ谷
　　出席者：北村副市長

アピールポイント

あり なし



定例記者会見資料

 

案件

説明

別添資料

鹿島市の未来を担う青少年が、心豊かでたくましく成長し、社会の一員と
して自覚を持って主体的に地域社会に関わる事ができるように、家庭、
学校、地域及び行政機関が連携のもとに、青少年の健全育成を強力に
推進する。

■「第１３回少年の夢発表会」開催概要

【趣旨】　少年が日頃考えていること、将来の夢、社会に関する希望、生
活の中で感じていることなどを作文や壁新聞、俳句で表し、他者との関
わりについて考え、社会の一員としての自覚に目覚めて欲しい。さらに、
より多くの大人に少年の話や思いに触れてもらうことにより、今の子ども
たちへの理解と認識を深めることが狙い。
【主催】　鹿島市・鹿島市教育委員会・鹿島市青少年育成市民会議
【日時】　平成２３年１１月３日（木）１０時００分開演
【会場】　鹿島市エイブルホール

◎少年の夢発表（小学生７名、中学生４名）
【発表内容】 未来への希望や夢、家庭・学校・地域社会との関わりなど、
少年らしい自由でユニークな発想で、飾り気のない言葉でまとめたもの。
【発表者】　　各学校長が推薦する小学生　各校１名、中学生　各校２名
【発表時間】 小学生３分、中学生５分程度。
【掲載】　　　 市報に掲載
【表彰】　　　 発表者には、賞状及び賞品が贈られる。

◎かべ新聞発表（各小学校から１枚）
【テーマ】テーマは問わないが、鹿島市に関わることを記入すること。
【展示】  エイブルに展示（11/27まで）
【表彰】  各学校に賞状及び賞品が贈られる。

◎俳句の里発表
【テーマ】問わないが、少年が日頃考えていること、生活の中で感じてい
ることを５・７・５の俳句にする。
【展示】  エイブルに展示（11/27まで）
【表彰】各小中学校の各学年より奨励賞４名、優秀賞１名に賞状及び賞
品が贈られる。

◎アトラクション
大村方獅子保存会　子ども獅子舞

第１３回少年の夢発表会を開催します

アピールポイント

教育委員会　生涯学習課

平　成 23 年 10 月

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

0954-63-2125

shougai13@city.saga-kashima.lg.jp

0954-63-2129

峰松　正典

生涯学習課社会教育係



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 nousei5@city.saga-kashima.lg.jp

別添資料

産業部農林水産課

永田祐司

0954-63-3413

0954-63-2313

案件 平成23年新嘗祭（にいなめさい） 献穀受納式について

アピールポイント 鹿島市から新嘗祭に米を献上するのは昭和46年以来、40年ぶりのこと。

説明

内容：毎年11月23日（木）勤労感謝の日に明治神宮御社殿で行われる
　　　「農林水産祭」と呼ばれる収穫祭にご親供（しんく）する稲を皇居に
　　　納めます。各県からそれぞれ献穀者が選定され、精米または精粟
　　　（あわ）を献上します。今年佐賀県からは、新籠地区の宮﨑憲治氏
　　　が選定され、収穫した米は宮﨑御夫妻と樋口久俊鹿島市長によっ
　　　て献上されます。その後11月2日（水）に、佐賀県知事を表敬訪問
　　　し、報告を行う予定です。

日時：平成23年10月27日(木)
場所：皇居内賢所参集所

　※ 「新嘗祭（にいなめさい）」・・・古くから五穀豊穣を感謝する収穫祭。
　　　昭和10年に「新穀感謝祭」になり、その後、昭和37年に「農林水産
　　　祭」と名称を変えている。

平　成 23 年 10 月

産業部農林水産課

あり なし






