
平成２４年１１月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２４年１１月１５日（木）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 「女性に対する暴力防止講演会 in鹿島市 子ども虐待としての DV 

―子どもは DVを知っています―」を開催します［生涯学習課］・・・・・・・P.1 

 ⑵ 第２１回鹿島市盛年の集いを開催します［生涯学習課］・・・・・・・・・・・P.2 

 ⑶ 市内小中学生の千葉県香取市への派遣事業を実施します［企画課］・・・・・・P.3 

３．市長の動静・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4 

４．行事予定（★は市からのお知らせ、市長の動静との重複内容） 

★１１月１６日（金）１０時～ 第１００回ぼたもち会 鹿島実高体育館 

１１月１８日（日） ９時～ 第２０回のごみふれあいまつり のごみふれあい楽習館 

１１月１８日（日）１４時～ 第５回鹿島ほとめき祭り さくら通り 

１１月２３日（金・祝） ９時～ 第２５回「碁聖寛蓮」鹿島囲碁大会  

鹿島ふれあい囲碁センター 

１１月２３日（金・祝） ９時～ 第１８回ななうらの里大収穫祭 道の駅鹿島 

１１月２３日（金・祝）１３時３０分～ 民家フォーラム２０１２in佐賀 エイブル 

１１月２５日（日）１３時～ 女性に対する暴力防止講演会 in鹿島市 エイブル 

１１月２６日（月）１３時１５分～ １２月議会前記者会見 市役所３階庁議室 

★１１月２６日（月）１４時３０分～ 第１５回まちづくり懇話会 市役所５階大会議室 

★１１月３０日（金）１１時～ 年末警戒特別パトロール隊出動式 鹿島警察署 

１２月 ２日（日） ８時１５分～ 古枝ふれあいまつり 古枝公民館ほか 

１２月 ７日（金）～９日（日）第４１回鹿島市特産品まつり 祐徳稲荷神社参集殿 

１２月 ８日（土） 点火２０時頃 祐徳稲荷神社お火たき 祐徳稲荷神社 

★１２月 ９日（日）１３時３０分～ 第２１回鹿島市盛年の集い エイブル 

★１２月１４日（金）～１６日（日） 市内小中学生の千葉県香取市への派遣 千葉県香取市内 

５．団体等からのお知らせ 

⑴ 民家フォーラム２０１２in佐賀 実行委員会からのお知らせ 

⑵ 鹿島市観光協会からのお知らせ 

⑶ かしま市民立楽修大学からのお知らせ 

６．記者との意見交換 

７．閉  会 

次回は 12月議会前記者会見 

11月 26日（月）13時 15分～ 

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 



　報道機関　各位

報道資料

平成２４年１１月１日

「２１世紀は人権の世紀」と言われております。鹿島市でも第5次鹿島市総合
計画において「男女共同参画社会の意識づくりの普及・啓発活動」を推進し
ています。ＤＶは周りからはわかりづらく、相談もしづらい問題です。また、相
談を受ける方も専門的な知識や経験を要します。今回の講演会はＤＶの当
事者だけではなく、ＤＶが子どもに与える影響を専門に研究・臨床しておられ
る武蔵野大学　春原由紀教授に講演していただきます。

日時：平成２４年１１月２５日（日）　１２：３０開場　１３：００開演
場所：鹿島市生涯学習センター　エイブルホール
講師：春原由紀さん武蔵野大学人間関係学部大学院人間社会研究科教授
演題：子ども虐待としてのＤＶ　－こどもはＤＶを知っています－
主催：佐賀県・鹿島市　　主管：佐賀県ＤＶ総合対策センター
共催：佐賀県農業協同組合鹿島中央支所
　　　　佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所
後援：鹿島市教育委員会
対象：どなたでも（定員２００人）
申込：佐賀県ＤＶ総合対策センター　電話０９５２－２８－１４９２
一時保育：無料（要申込）

別添資料
別添資料が有の場合、資料の表題を記入

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者（元配偶者を含む）間や、内
縁関係における身体的・精神的・性的な暴力を伴う支配関係の事です。ＤＶ
は当事者だけでなく子どもにも大きな影響を与えます。専門家を招いて講演
を行い、これらの問題について啓発を行います。

shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

０９５４－６３－２１２９

０９５４－６３－２１２５
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Tel

Fax

佐賀県鹿島市

件　名

目的
（趣旨）

アピール
ポイント

Mail

- Press Release -

 本件に関する問合せ先

 鹿島市教育委員会生涯学習課　氏名　峰松　正典

内　　容

（日時など）

「女性に対する暴力防止講演会ｉｎ鹿島市　子ども虐待としてのＤＶ　－子ど
もはＤＶを知っています－」の開催について



　報道機関　各位

別添資料が有の場合、資料の表題を記入

Tel

Fax

 鹿島市教育委員会生涯学習課　氏名　峰松　正典

なし

shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

０９５４－６３－２１２９

０９５４－６３－２１２５
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報道資料

平成２４年１１月１日

鹿島市独自の行事で２１回の実績があり、第5次鹿島市総合計画の主要施
策「高齢者の経験・知識を活かした社会活動への参加促進」を推進するも
の。６５歳という年齢は一般には高齢者の仲間入りをする年齢であるが、６５
歳を迎える方々の多くは経験を積み、様々な事に熟達されている。第一線を
退く方が多いとはいえ、人生にまだまだ余力があり、その豊富な経験と知識
は、次世代の者にとっては学ぶべき所は多く、また後代に伝えるべきもので
ある。そこで、これまでの経験や知識を活かしてふるさとまちづくりに貢献し
てもらうために、その門出を祝い、励ます集会として開催します。

日時：平成２４年１２月９日（日）　１３：３０開会

場所：鹿島市生涯学習センター　エイブルホール

主催：鹿島市・鹿島市教育委員会

該当者：平成２４年４月２日から平成２５年４月１日までに満６５歳を迎える方

内容：式典、記念講演及びアトラクション（歌、踊りなど）

別添資料

佐賀県鹿島市

件　名

目的
（趣旨）

アピール
ポイント

Mail

- Press Release -

 本件に関する問合せ先

内　　容

（日時など）

「第２１回鹿島市盛年の集い」の開催について

鹿島市は「人が輝くまちづくり」を柱として、一人ひとりが豊かで生き生きと輝
くためのまちづくりを目指しています。ここに65歳になられた方が一堂に会
し、自己の生き甲斐を新たな気持ちで見つめ、新しい理想を求めて、自己研
鑽と鹿島市の更なる創造発展のために寄与する心意気を振興するためにこ
の集いを開催します。



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail
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部課名 総務部　企画課

報道機関　各位

報道資料 平成24年11月16日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954（63）2101

件　　名

説　　明





別添資料

0954（63）2129

kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

総務部　企画課

田﨑　靖

日　 時：　平成２４年１２月１４日～１６日
対象者：　平成２４年１０月２０日に実施された｢少年の夢｣発表者
　　　　　　市内小中学校より各１名
随行者：　教育長　　 江島　秀隆
　　　　　　教育次長　中島　剛
交流の内容：　表敬訪問
　　　　　　　　　伊能忠敬記念館、円通寺、重要伝統的建造物群保存
                    地区の見学など

市内小中学生の千葉県香取市への派遣事業実施について

アピールポイント

本年10月に締結した、千葉県香取市との｢ふるさとの自然、歴史、文化を
活かしたまちづくり連携に関する協定｣に謳われている｢市民、各種団
体、行政などの交流を連携して交流する｣の実践として、市内の小中学
生９名を香取市へ派遣します。

あり なし
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０９５４－６３－２１２５

満６５歳を迎える方を対象とした式典、記念講演およびアトラクション

第２１回鹿島市盛年の集い件名

内容

担当 生涯学習課 電話

№５

日時 １２月９日（日）１３時３０分～ 場所 エイブルホール

内容

担当 総務課消防交通係 電話 ０９５４－６３－２１１３

日時 １１月３０日（金）１１時～ 場所 鹿島警察署

件名 年末警戒特別パトロール隊「ロッキー隊」出動式

市役所５階大会議室１１月２６日（月）１４時３０分～日時 場所

件名

№４

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

テーマ　中心市街地への公共施設の再配置について

第１５回まちづくり懇話会

内容

担当 企画課情報統計係 電話 ０９５４－６３－２１０１

№３

１／１ 枚

市長の主な動静

№１

日時 １１月１６日（金）１０時～ 場所 鹿島実業高等高校体育館

件名 第１００回ぼたもち会

内容

担当 企画課秘書係 電話 ０９５４－６３－２１００

№２

日時 １１月１７日（土）～１８日（日） 場所 島根県芸術文化センター

件名 囲碁サミット２０１２ｉｎ益田

内容 ※副市長出席

担当 企画課企画係 電話 ０９５４－６３－２１０１


