
平成 25年 3月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２５年３月１５日（金）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 機構改革により平成 25年 4月 1日から課・係の名称が一部変わります（企画課）・ P.1 

 

 ⑵ 平成２５年４月１日付けで市職員の人事異動を行います（総務課）・・・・・・・・P.2 

 

 ⑶ 定住促進住宅古枝住宅の入居募集（第２期）を行います（まちなみ建設課）・・・・P.3 

 

３．主な市長の動静 

  ３月２６日（火）酒蔵ツーリズム推進協議会（国土交通省） 

４．行事予定（市からのお知らせ分を除く） 

３月１６日（土） 海の森植樹祭 ９時市役所集合～ 本城国有林 

３月１８日（月）～まちなか博物館 中心商店街（３１日（日）まで） 

３月２７日（水） 旭ヶ岡公園桜まつり（４月７日（日）まで（予定）） 

３月２９日（金） 市立保育所みどり園閉園式 １０時～ みどり園 

３月２９日（金） 第１９回鹿島市まちづくり懇話会 １３時～ 市役所５階大会議室 

３月３０日（土）～３１日（日） 

鹿島酒蔵ツーリズム２０１３ 

            第１１回肥前浜宿花と酒（咲け）まつり 

            第７回鹿島発酵まつり 

            祐徳門前春まつり（なつかし CARにばるは３１日（日）のみ） 

  ３月３０日（土）  JR九州ウォーキング ８時３０分～１１時 

  ４月 １日（月）辞令交付式 １０時 市役所５階大会議室 

  ４月 ８日（月）平成２５年度市内小中学校始業式 

４月１１日（木）平成２５年度市内小中学校入学式 

 

５．団体等からのお知らせ 

 ・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４月定例記者会見 

４月１６日（火）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 



■課の変更に伴う係の変更

同和対策係 人権・同和対策係

企画係 秘書広報係

情報統計係 企画係

財政係 入札契約係

管財係

まちなみ保存係 都市計画係

都市計画係 住宅係

施設管理係 土木管理係

土木係

■係の変更

行政係（総務課） 総務係

消防交通係（総務課） 防災係

納税相談係（税務課） 納税係

社会福祉係（福祉事務所） 社会福祉係、障がい福祉係

文化係、スポーツ係（生涯学習課） 文化・スポーツ係

女性係（生涯学習課） 人権・同和対策係（統合）

管理係、議事調査係（議会事務局） 議事管理係

本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

1

0954-63-2129

kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

総務部企画課

0954-63-2101

件　　名

説　　明





別添資料

→

吉牟田　剛

機構改革により平成25年4月1日から課・係の名称が一部変わります。

→

→

部課名 総務部企画課

報道機関　各位

報道資料 平成25年3月15日

定例記者会見資料佐賀県鹿島市

→

財政課（総務部）

企画財政課（総務部）秘書係

財政係

→

→

→

⑶ まちなみ建設課（建設環境部） 都市建設課（建設環境部）

（旧） （新）

⑴ 同和対策課（市民部） 人権・同和対策課（総務部）

⑵ 企画課（総務部）

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

2

田代　章

１．異動規模　６４人(予定) （※ 実質的な異動者）

２．特　　徴　組織見直しの第二段階として調整室を廃止

平成２５年４月１日付　鹿島市職員人事異動

アピールポイント 機能的な組織体制の第二段階として新たな体制で臨みます。

部課名 総務部　総務課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１１３

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

syokuin2@city.saga-kashima.lg.jp

総務部　総務課　職員係

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

江島　裕臣

定住促進住宅に入居希望される方を募集します。

【所在地】　　 鹿島市古枝甲956-2、鹿島市古枝甲956-17
【住宅概要】　5階建エレベーターなし。間取りは全て3DK。駐車場有り。
　　　　　　　　家賃は28,000円～33,000円（棟・階数により変動）。
　　　　　　　　敷金は家賃の2ヵ月分。
　　　　　　　　※市外からの転入者に対する優遇措置有り。
【対象者】　　平成25年6月から定住促進住宅に入居を希望される方
　　　　　　　　※入居できる条件があります。
【募集戸数】　45戸
【申込書】　　 4月1日（月）から「入居申し込みのご案内」を配布します。
　　　　　　　　※市のホームページからもダウンロードできます。
【受付期間】　市外からの申し込み優先期間
　　　　　　　　4月8日（月）～12日（金）　9時～18時
　　　　　　　　通常受付期間（市外からの申し込みも受付いたします）
　　　　　　　　4月15日（月）～26日（金）　9時～18時（土・日を除く）
【抽選日】　　5月10日（金）
　　　　　　　　※規則で定める優先順位をもとに抽選会を実施します。

定住促進住宅古枝住宅の入居募集（第２期）を行います

アピールポイント
現在、古枝にある雇用促進住宅を平成25年4月から定住促進住宅として
管理運営します。鹿島市への移住及び定住を促進する住宅として活用
し、低家賃で住宅を供給します。

3

部課名 建設環境部　まちなみ建設課

報道機関　各位

報道資料 平成25年3月15日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－３４１５

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２３１３

toshi@city.saga-kashima.lg.jp

建設環境部　まちなみ建設課

あり なし

mailto:toshi@city.saga-kashima.lg.jp


 

12日(日) ★9時 オープニングセレモニー 

          ★10時 はっぴぃ  かむかむ（にわか） 

18日(日) ★00時・00時 かしまイメージキャラクター 

           といっしょにじゃんけん大会!! 

          ★00時・00時池田隆臣 弾き語りライヴ 

          ★フリーマーケット、カレー、かき氷、 

            わたがしもあるョ!! 

※期間中スタンプを集めてチケットをもらおう!! 

※ 13日(月)も開館します。(図書館はお休みです) 

 



 

沖 仁  
コンサートスタイル 
フラメンコギター 
２０１３ 

エイブルホール 

４月２７日(土) 

チケット発売  自由席  

 一   般     2,000 円 

 高校生以下      1,000 円 

 楽修大学生各  500円 引 

 当 日 各     500  円増 

６月２２日(土) 

18:30開場  19:00 開演 
 

平成２５年度 第２回えいぶる事業 

★沖 仁 

★小林智詠 



 

（仮） 

6/16 

有明スカイパークふれあい郷 TEL.０９５４-６５-３３６６ 

※託児あり。７月２６日（金）までにお申し込みください。 



かしま市民立楽修大学 

各   位                               平成 25 年３月 1５日 

 H２５.３月床の間コーナー 

鹿島の｢芸術｣を育てた美術教師たち 展 
 

～ 佐々木義政を中心に ～ 
 

 

３月の床の間コーナーは、20 年以上鹿島中学校に美術教師として勤務し、「チャップリン」とい

う愛称で親しまれていた佐々木義政の作品を中心に、その教え子である納富進や鈴田照次、岩永京

吉、また同時代の美術教師中尾蔦一の作品もあわせてご紹介します。 

◆展示期間 平成 25 年３月１日(金)～３月３０日(土)     

◆場  所 鹿島市生涯学習センター・エイブル ２階  床の間コーナー 
 

 佐々木義政は、香川県生まれの図画（美術）教師。東京美術学校（現東

京芸大）日本画科を卒業後、昭和 2 年から昭和 25 年まで 20 年以上鹿島

中学校に勤務し、「チャップリン」という愛称で親しまれながら、子どもた

ちに美術を教えました。その教え子には、洋画家の納富進、染色家の鈴田

照次、日本画家の岩永京吉らがおり、一方、鹿島高等女学校には佐々木と

同時代の美術教師として、中尾蔦一がいました。 

 佐々木は展覧会等には出品しておらず、作品をこれまで見ることはでき 

ませんでしたが、今回、ご遺族のご好意により

鹿島市に作品が寄贈され、これを記念して、2

月の床の間コーナーで佐々木義政の寄贈作品を初公開したところです。 

 3 月は、佐々木義政とその教え子たちの作品を展示し、鹿島における

美術教育の「今」につながる流れを概観します。 

なお、今月展示する佐々木義政の作品は、鹿島市立西部中学校蔵の洋 

画で、こちらも初公開です。じっくりとご覧ください。 

   

          

 

 

【問合先】かしま市民立楽修大学担当：織田・小野原 

TEL：0954-63-2138/FAX：63-3424 

 

 

 

開催のご案内 

佐々木義政（昭和 4年） 

掛軸｢鶴｣ 

◆佐々木義政 プロフィール◆ 
佐々木義政は、明治２５年(1892)５月２日香川県高松の浄土真宗寺院の次男として生まれる。高松中学校

卒業後、東京美術学校日本画科に入学。大正６年３月に卒業するが、同２年在学中に特待生（授業料免除）
に選ばれている。また、川合玉堂に師事し、「玉」の一字をもらって自分の画号を「玉甫（ぎょくほう）」と
した。 
 卒業後は画家を目指していたが、大正１０年、３０歳で徳島県立三好女学校の図画教師となり５年間勤め
る。その後、昭和２年４月から昭和２５年３月まで佐賀県立鹿島中学校に図画教師として勤務した。退職後
も、学制改革に伴い鹿島中学、鹿島高校に嘱託として勤めた。 
 鹿島中学校勤務時代、佐々木が指導した教え子には、納富進、野中（岩永）京吉、栗山（鈴田）照次らが
おり、佐々木はそれは熱心に一生懸命指導したので、当時行われていた県立中学校合同の作品展では、いつ
も上位を鹿島中学校が占めていたという。 
 昭和３０年頃、娘たちがいる東京に転居し、晩年は東京で絵を描いて暮らした。昭和５０年１月に８３歳
で亡くなった。 

 

TEL:0954-63-2138


床の間コーナー 

【3 月】佐々木義政とその教え子たちの作品を展示 

 

                            

 

展示作品（左より） 

◆中尾蔦一・・・・｢琴路岳｣ 

◆佐々木義政・・・Ｋ．グローブ画｢ペスタロッチとシュタンツの孤児｣（模写）【鹿島市立西部中学校蔵】 

◆納富 進 ・・・・｢かわらけ橋｣ 

◆岩永京吉・・・・上 ｢那須高原｣  下 ｢河骨と翡翠｣（模写） 

◆鈴田照次・・・・上 和紙型絵染額「海の生物」  下 ｢紅梅に鶯｣（模写） 

 

 

《今回の展示にまつわる話題》 

●「ペスタロッチとシュタンツの孤児」の模写 【鹿島市立西部中学校蔵】 

 日本画を専攻した佐々木義政が、洋画を手がけた作品が「ペスタロッチとシュタンツの孤児」である。原画は 1879

年にスイス人画家コンラート・グローブによって描かれたもので、佐々木は洋画をどこか日本画のタッチで描いてい

る。昭和 26 年の作と裏書にある。 

 さらに、当時鹿島小学校で美術教師をしていた野中康次氏（岩永京吉氏の弟）の話によると、中学校の講堂に掲げ

られていた佐々木義政の「ペスタロッチとシュタンツの孤児」の絵を見て、当時の森田繁一校長から鹿島小学校にも

同じ絵が欲しいので描いてくれと頼まれて描いたとのこと。野中氏が描いた絵は今も鹿島小学校の階段の踊り場に掲

げられている。今回展示している絵は、昭和 26 年 3 月に佐々木義政が描いたものである。 

 

●鈴田照次・岩永京吉が中学時代に描いた絵 

 染色家鈴田照次（旧姓栗山）と日本画家岩永京吉（旧姓野中）は、昭和４年(1929)入学から昭和 9 年(1934)卒業

まで佐賀県立鹿島中学校に在籍した同級生である。ともに課外活動は芸術部に所属し、当時顧問であった佐々木義政

から丁寧な指導を受けている。 

 今回展示の栗山照次「紅梅に鶯」と野中京吉「河骨と翡翠」は、どちらも中学時代の作品で日本画の模写である。

いずれも佐々木の指導力の高さを伺わせる作品となっている。また、絵の横には佐々木が書いたタイトルと制作者名

の紙が貼られており、几帳面な佐々木が生徒一人一人の作品をいかに大切に扱っていたかがわかる。 



かしま市民立楽修大学 

各   位                                平成 25 年３月吉日 

 H２５.４月～５月床の間コーナー 

 
 

4 月・5 月の床の間コーナーは、鹿島を代表する伝統工芸品『鹿島錦』の制作や保存・継

承に 40 年以上も携わってこられた、樋口ヨシノさんの作品をご紹介します。 

◆展示期間 平成 25 年４月５日(金)～５月３０日(木)     

◆場  所 鹿島市生涯学習センター・エイブル ２階  床の間コーナー 
 

樋口ヨシノさんは、1916 年台湾に生まれ戦時中に鹿島へ移住。祐徳稲荷神社に展示

されていた鹿島錦の筥
は こ

迫
せ こ

に魅せられ、鹿島錦を織り始めたのは 50 歳になってからだそう

です。 

鹿島鍋島藩 9 代藩主夫人篤子
あ つ こ

様より代々受け継がれてきた鹿島錦を永久に残そうと、

1968 年に発足した鹿島錦保存会に当初から参加、伝統文化の保存・継承に努めてこら

れました。 

今回の展示は、樋口ヨシノさんの 40 年以上にわたる制作の集大成として、数々の受賞

作品などを展示し、郷土の誇る優美な鹿島錦と、樋口さんの功績を次世代にも伝えていき

ます。                               ※途中入替有 

 

 

樋口 ヨシノさんによる 

ギャラリートーク開催 
 

  ◆とき ４月２０日(土)１０時～ 

  ◆場所 床の間コーナー前 

開催のご案内 

樋口 ヨシノさん ⇒ 


