
平成２９年５月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２９年５月１６日（火）１３時３０分～ 

場 所 市役所 ３階 庁議室 

 

１．開  会 

 

２．市長の発言 

  ・質疑応答 

３．市からのお知らせ 

  ・生涯学習課からのお知らせ 

   （「伊能大図パネル展」の開催）・・資料 2-1 

   （「鹿島ドリームシップ」団員募集）・・資料 2-2 

 

  ・都市建設課からのお知らせ（資料 2-3） 

   （肥前浜宿の伝統的建造物のペーパークラフト完成） 

 

  ・企画財政課からのお知らせ（資料 2-4） 

   （「鹿島市・高興郡友好結縁 20周年記念式典」の開催） 

 

４．団体等からのお知らせ 

  ・鹿島市民立生涯学習・文化振興財団からのお知らせ（資料 3-1） 

   

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

６．記者との意見交換 

 

 

７．閉  会 

 

 

次回の定例記者会見 

６月１５日（木）１３時３０分～ 

市役所 ３階 庁議室 

問合せ・連絡先 総務部企画財政課 

℡ 0954-63-2114  松丸、峰松 

資料 １ 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

加田隆志

会期：平成29年６月17日（土）～18日（日）9：００～17：00
場所：鹿島市民体育館
イベント内容：
〇伊能大図（九州地区）パネル展示（説明パネルの展示もあります。）
〇江戸～明治時代の測量器具展示（ワンカラシン等の測量器具や製図
用具）
〇香取市長メッセージ伝達式
　　6月17日（土）13：30～
〇伊能忠敬講演会
　　6月17日（土）13：40～
　　　伊能忠敬記念館　学芸員　山口 眞輝　氏
〇伊能忠敬の測量体験（所要時間約1～1.5時間の体験学習）
　なんと！「ワンカラシン」など当時の測量道具を実際に使った測量体験
です。
　　　6月18日（日）　1回目10：00～　　2回目14：00～
　　　参加人数：各回24名（申込先着）
　　　対象：小学5年生以上

友好都市香取市　伊能忠敬翁没後200年記念「伊能大図パネル全国派遣事業」連携

「伊能大図パネル展」の開催

アピールポイント

　友好都市である香取市は、郷土の偉人である伊能忠敬翁の没200年
記念事業として、市所有の伊能大図の原寸大複製パネルを分割し、全
国9都市に派遣します。友好都市である鹿島市にも、九州地区のパネル
が派遣されることになり、今回のパネル展が実現しました。
　伊能大図パネルとは、伊能忠敬が作成した最大の地図である「大図」
を原寸複製で樹脂パネルに印刷したもので、地図の表面をフィルムで保
護してあるため、パネルの上を歩きながら眺めることができます。
　今回展示する九州地区の伊能大図は南北21ｍ×東西12ｍの広さがあ
ります。

部課名 生涯学習課

報道機関　各位

報道資料 平成29年5月15日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954－63－2125

件　　名

説　　明    

別添資料

0954－63－2129

takashi-kada@city.saga-kashima.lg.jp

鹿島市教育委員会生涯学習課社会教育・文化係

あり なし

mailto:takashi-kada@city.saga-kashima.lg.jp






本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

伊東　寿

「鹿島ドリームシップ」は、そこでしかできない経験をしたり、団体生活や
友だち、家族の大切さを学ぶことができるので、子ども達にとって大きな
成長を期待できる事業です。

・ 本研修日程　　８月２５日（金）～２７日（日）　２泊３日
　　　　　　　　　　※ 本研修に向けた、事前研修を３回行ないます。
・ 研修場所　　　沖縄県内（宿泊地：糸満青少年の家）
・ 参加対象　　　市内の小学４年生～中学３年生   　定員４０名
・ 研修内容　　　平和学習（平和祈念公園・対馬丸記念館）
　　　　　　　　　　郷土体験学習（おきなわワールド：自主研修）
　　　　　　　　　　自然探検学習（ガンガラーの谷）
　　　　　　　　　　海洋研修（バナナボート）　　　　　　　　　など
・ 参加費 （予定）　　小学生　３７，０００円　　中学生　３９，０００円
・ 申込締切　　　６月１４日（水）
　　　　　　　　※ 申込用紙に記入の上、市生涯学習課へ提出してください。

第３３回鹿島ドリームシップ　団員募集について

アピールポイント

　市制３０周年の記念事業として「鹿島市少年の船」の名称で始まった本
事業は、今回で３３回目を迎えました。
　鹿島市の将来を担う子ども達が、自分の五感をフル活用させ、地元で
は体感できない学習や体験を通し、歴史・民俗・文化を学び視野を広げ
ることができる内容となっています。
　これまでの卒業生は約２，３００名にのぼり、現在では、その卒業生が
スタッフとして活躍しており、歴史を繋いでいる事業でもあります。

部課名 教育委員会　生涯学習課

報道機関　各位

報道資料 平成29年5月15日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１２５

件　　名

説　　明    

別添資料

０９５４－６３－２１２９

shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

教育委員会　社会教育・文化係

あり なし

mailto:shougai09@city.saga-kashima.lg.jp


 

 

 

 

 

  

 

 

 

１．本研修日程 

８月２５日（金）～２７日（日） ２泊３日  

   ※ 本研修に向けた事前研修があります。（詳細は、裏面にあります） 

 

２．研修場所 
沖縄県内 （宿泊地：糸満青少年の家） 
            

～ 昨年までの活動紹介 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．研修内容 内容については変更する場合があります。  

 

１日目 ： 平和の大切さを学ぼう！（対馬丸記念館・平和祈念公園） 
 

２日目 ： 沖縄の自然・伝統を体感しよう！（おきなわワールド 他） 
                                   

３日目 ： 沖縄を肌で感じよう！（バナナボート or 美ら海水族館 or 首里城） 

                                             

 

部活や子ども会活動な

どで事前研修に参加が

難しい日などありまし

たら、お気軽にご相談

ください。 

▲ 青い海と空をバックに 

みんなでジャンプ！ 

▲ 琉球ガラス作り体験 

▲ 神秘的な木「ガジュマル」を 

見上げ、南の島の自然を感じる。 

▲ 未知なる洞窟探検に出発！ ▲ 幸運の白ヘビにも出会えます！ 

 

「鹿島ドリームシップ」は、沖縄でしかできない経験をしたり、団体生活や友だち、家族の

大切さを改めて学ぶことができるので、みんなを大きく成長させてくれます。 

 



 

４．対  象   鹿島市内の 小学４年 ～ 中学３年生 の男女４０名 

※ 応募多数のときは抽選を行います。 

 

 

５．事前・事後研修日程 ※ 日程、場所は変更になる場合があります。 

 

   ★ 開講式・第１回事前研修   ７月 ８ 日（土） 鹿島市新世紀センター 

    

★ 第２回事前研修（宿泊）   ７月１６日（日）～１７（月・祝） 

                             諫早青少年自然の家 

    

★ 第３回事前研修       ８月１９日（土） 鹿島市新世紀センター 

    

★ 研修報告会・閉講式     ９月未定     鹿島市新世紀センター 

 

 

６．参加費用   小学生  ３７，０００ 円  中学生  ３９，０００ 円 

※ 開講式のときに納入をお願いいたします。 

 
 

７．申込方法   学校で配布された参加申込書又は、各地区公民館・市役所で配布している 

参加申込書に記入し、担任の先生を通じて提出するか、下記番号まで FAX で 

送って下さい。 

         申込締め切りは ６/１４（水) です！ 

 
          

８．主  催   鹿島ドリームシップ実行委員会 

〔問合せ先〕  （事務局：鹿島市教育委員会 生涯学習課 担当：岩 屋） 

TEL ６３－２１２５  FAX ６３―２１２９ 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の声 

 ・ 研修を終えて、自分のことは自分でやれるようになった。 

・ 班活動の中で「協力」を学び、家でも実践している。 

・ 戦争中の話を聞いて、平和の大切さを確認できた。 

・ ３日間も家族と離れて、家族のありがたさを学んだ。 

・ 沖縄の海の色に感動した。          など・・・ 

保護者の皆さまへ・・・ 

昨年の研修風景を、フェイスブックでも公開しています。 

ぜひ「鹿島ドリームシップ」で検索してください！ 

～この夏、ドリームシップで最高の感動を探しに行こう！～ 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

峰松紘子

【折り紙模型キット】

縮尺　1/100
制作：紙で各パーツが作られており、カッターナイフと糊を使って、組み立
てる。
ポイント：茅葺屋根の形状が３棟それぞれ再現されており、屋根をはずす
と間取りが分かるようになっています。
３棟が１セットになっているため、３人グループで制作に取り組むことがで
きます。
協力：水城ひろ子建築設計事務所、鹿島市建設環境部都市建設課

肥前浜宿の伝統的建造物（南舟津茅葺３棟）の折り紙模型キット完成

アピールポイント

　全国の伝建地区にある特徴的な民家の折り紙模型（ペーパークラフト）
を活用した住まい・町並み保存学習の実践に取り組まれている、山梨大
学の田中教授(別紙資料※1)が昨年度、南舟津の茅葺３棟（旧池田家・
旧中島家・旧中村家）の折り紙模型キット化に取り組まれました。
　平成２８年２月には、酒蔵通りの山口醤油醸造場の折り紙模型キットを
制作され、昨年度は、浜小学校４年生の地域学習としてワークショップを
行いました。
　今回は肥前浜宿の重伝建地区の茅葺町家エリアの、代表的な景観を
模型にできたことで、両地区の特徴的な建造物を、楽しむことができるよ
うになります。

部課名 都市建設課

報道機関　各位

報道資料 平成29年5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

建設環境部都市建設課

あり なし

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


肥前浜宿の伝統的建造物の折り紙模型キット完成 

              （南舟津茅葺３棟） 

 

全国の伝建地区にある特徴的な民家の折り紙模型（ペーパークラフト）を活用した住まい・町並み保存学習

の実践に取り組まれている、山梨大学の田中教授(※1)が昨年度、肥前浜宿にある「南舟津の茅葺３棟」の折

り紙模型キット化に取り組まれました。 

平成２８年２月には、酒蔵通りの山口醤油醸造場の折り紙模型を制作され、地元の浜小学校の地域学習で昨

年度活用されました。 

今回は、茅葺町家のエリアの代表的な景観である南舟津の茅葺３棟を模型化されましたので、ご報告いたし

ます。今後は両地区を代表する特徴的な建造物のペーパークラフトをそれぞれ比較し、それぞれの特徴をワー

クショップで楽しみながら学ぶことが可能になります。重伝建選定 10 周年を迎えた肥前浜宿で、子どもから

大人まで、伝統的な建物の特長、価値について、広い視野から考えるきっかけとなることが期待されます。 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

【折り紙模型キット】 

縮尺：1/100 

制作：紙で各パーツが作られており、カッターナイフと糊を使って、組み立てる。 

ポイント：屋根の形状が３棟再現されており、屋根をはずすと間取りが分かるようになっている。 

協力：水城ひろ子建築設計事務所、鹿島市建設環境部都市建設課 

  

【制作者】（※１） 

田中教授は地域の歴史と文化を背負った「住まい」について、学校の授業で学ぶ機会を増やそうと、地域活

動や授業の中で楽しく学習できるツールとして折り紙模型キットに着目。15 年ほど前から各地の伝統的な家

屋等をモデルにした折り紙模型キット（ペーパークラフト）を開発し、学校教育の教材として活用されている。 

  

   

 

 

 

 

【南舟津の茅葺３棟の紹介】 

 

山梨大学大学院 総合研究部 教育学域 人間科学系     

         〒400-8510 甲府市武田 4-4-37 

         Tel&Fax 055-220-8226(研究室直通)   

         e-mail: tanaka@yamanashi.ac.jp 

         

http://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~tanaka/house.html (研究室) 

 

田中 勝 氏  

http://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~tanaka/house.html


（概要） 

浜川右岸の多良海道（往還）の通りから入る小路に並んで建つ漁師住宅です。浜庄津町浜金屋町地区の特徴

である、狭い小路と水路沿いに伝統的な茅葺の町家が並ぶ、全国でも珍しい貴重な景観です。山間部や農村地

区に残る茅葺の景観は全国にも残りますが、いわゆる街部でこれだけ密集して町家の茅葺が残っているのは大

変珍しいとされています。このあたり一帯に点在する茅葺町家は、江戸から明治の中後期ごろの建築が多いこ

とから、３棟も同様の時期に建てられたと推測されます。 

※多良往還側から「旧池田家」、「旧中島家」、「旧中村家」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<旧池田家> 

水路と小路沿いに建つ一番手前の建物で、町に表を向けた、平入直屋（すごや）の開放的構成と閉鎖的な

背面を持つ、２階建町家です。便所、風呂はなく、別棟であったようです。 

漁に使用する網づくりや桶職人という職業柄で、土間は作業場として使われていました。 

<旧中島家> 

水路と小路沿いに建つ３棟のうち真ん中の建物で、平入直屋です。建築は３棟とも同じ江戸末期から明

治時代のものと考えられますが、旧中島家は漁師の町家であり、本来の出入り口は浜川沿いを利用する

など、漁師としての居住空間を示しています。 

<旧中村家> 

水路と小路沿いに建つ一番手前の建物で、表と背面 

がともに閉鎖的構えの、平入鉤屋（かぎや）ですが、 

１階背面を開放的構成に改造されています。もとも 

とは江戸時代後期の建築であると推測されます。 

煮炊き場、便所、風呂は別棟であったことからも、 

典型的な港町の漁師町家であったようです。有明 

海でとれる魚介類の作業場も残っています。 

肥前浜駅 

浜中町八本木宿（酒蔵通り） 

浜浜庄津町浜金屋町（茅葺のまちなみ） 

南舟津３棟茅葺 

位置図 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 総務部 企画財政課

報道機関　各位

報道資料 平成29年5月16日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-2101

件　　名

別添資料

0954-63-2129

kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

総務部 企画財政課

田中　美穂

鹿島市・高興郡友好結縁２０周年記念式典を開催します。

大韓民国全羅南道高興郡との友好結縁２０周年を記念し、ガタリンピック
前日の６月１０日（土）に関係者を招いての記念式典を開催します。

アピールポイント

説　　明    

　１９９７年１月に本市と大韓民国全羅南道高興郡が友好結縁を締結し、
今年（２０１７年）は２０周年の節目の年にあたります。
　ガタリンピックが縁で、これまで同郡からの訪日者数はのべ３５０人程
にのぼるなど、本市の国際交流の推進に大きな役割を果たしてまいりま
した。
　これまでの交流の軌跡を総括し、またお互いの友好をより一層深め、
更に発展させることを目的に、下記により記念式典を執り行います。

　　　　　　　　　　　　　　　記

○ 鹿島市・高興郡友好結縁２０周年記念式典
１．日　時　　６月１０日（土）　１６時００分より
２．場　所　　鹿島市新世紀センター　２階　会議室
３．内　容　　詳細調整中、決定次第プレスリリース等でお知らせします。

あり なし



 

 

５月定例記者会見チラシ類 
 

１．平成２９年度 第３回えいぶる事業 

    ～九州ツアー 2017～ 

 サキソフォビア JAZZ コンサート 
 

 

 

２．えいぶる講座 

・涼を楽しむお茶の時間 
・初めての健康マージャン教室 

 

 

 

 

３．図書館の雑誌をお譲りします 
 

 

資料 3-1 









内容

問合先 電話

№5

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№4

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№3

日時 場所

件名

内容 10時10分頃にサイレンが鳴ります

問合先 福祉課福祉係 電話 ０９５４－６３－２１１９

№2

日時 ５月２６日（金）１０：００～ 場所 エイブルホール

件名 鹿島市戦没者追悼式

内容

問合先 鹿島市体育協会 電話 ０９５４－６２－３３７９

№1

日時 ５月２１日（日） 場所 鹿島市陸上競技場

件名 第６３回鹿島市民体育大会

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（5月）
１／３ 枚

～1 ～



内容 料金無料

問合先 生涯学習課 電話 ０９５４－６３－２１２５

№5

日時 ６月１５日（木）　９：００～ 場所 北公園

件名 北公園ジャブジャブ池　プール開き

内容 議案審議

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№4

日時 ６月１４日（水）１０：００～ 場所 議場

件名 市議会６月定例会

内容 ガタチャリ、ガターザンや人間むつごろうなどの競技

問合先 鹿島ガタリンピック実行委員会 電話 ０９５４－６９－８４６０

№3

日時 ６月１１日（日）１２：００～ 場所 道の駅鹿島（七浦海浜スポーツ公園）

件名 第３３回鹿島ガタリンピック

内容 開会、会期の決定、議案の一括上程

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№2

日時 ６月９日（金）１０：００～ 場所 議場

件名 市議会６月定例会

内容 一般の部、小学生の部、中学生の部を開催

問合先 碁聖寛蓮顕彰会　藤永 電話 ０９０－７３９２－９２６６

№1

日時 ６月３日（土）～４日（日） 場所 祐徳稲荷神社参集殿

件名 祐徳本因坊戦（西日本最大級のアマチュア囲碁大会）
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№6

日時 ６月１８日（日）９：００～ 場所 中木庭ダムやまびこ広場周辺

件名 中木庭ダムあじさいまつり

内容 あじさい苗木プレゼント、ダム一周ウォーキング、パン・菓子類・新鮮野菜販売など

問合先 のごみふれあい楽習館 電話 ０９５４－６２－３３７３

№7

日時 ６月１９日（月）～２１日（水） 場所 議場

件名 市議会６月定例会

内容 一般質問（22日は調整日）

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№8

日時 ６月２０日（火）１０：００～ 場所 エイブル調理室

件名 食改さんの料理教室

内容 参加費３００円　筆記用具、エプロン、三角巾持参

問合先 保健センター予防係 電話 ０９５４－６３－３３７３

№9

日時 ６月２３日（金）１０：００～ 場所 議場

件名 市議会６月定例会

内容 委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№10

日時 場所

件名

内容

問合先 電話
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