
平成２９年９月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２９年９月１３日（水）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 

・企画財政課からのお知らせ（資料 2） 

   （市の地域公共交通の再編について） 

 

     

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） 

   

   

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

６．記者との意見交換 

 

 

７．閉  会 

 

 

次回は１０月定例記者会見 

１０月１８日（水）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 

























 

 

９月定例記者会見チラシ類 
 

 

１．OMURA 室内合奏団「親子コンサート」 

 
 

 

２．ルパンティックジャズナイト 

  （大野雄二＆ルパンティック・シックス） 

 

 

 

３．かしまのおいしいものづくり 

 

 

４．本の修理に挑戦 
 
 
 
５．図書館のホームページがリニューアル 
    

 

 

資料  3 



OMURA室内合奏団

14：00開演
（13：30開場）

鹿島市生涯学習センター・エイブルホール
入場料／大　　　人（一般）1,000円（エイブル倶楽部会員500円）
　　　　高校生以下（一般）    500円（エイブル倶楽部会員無料）

柴田 真郁（指揮）、OMURA室内合奏団
村嶋 寿深子（語り）、村岡 恵理子（歌）、伊藤 瑞（司会）、ミュージカル劇団夢桜
大原 晶子（演出）、牧野 みどり（演出助手）

ピーターと狼
★動物シリーズ・ぞうさん ほか　★恋 ほか　
★アニメソング・さんぽ ほか　★ありがとうの花

2017年9月24日●日

親子コンサート親子コンサート

出　演

スタッフ

プログラム

●主催／(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
●企画制作／認定NPO法人OMURA室内合奏団　●助成／(一財)地域創造
●後援／鹿島市、鹿島市教育委員会、佐賀新聞社、ＮＨＫ佐賀放送局、サガテレビ、ＮＢＣラジオ佐賀
　エフエム佐賀、株式会社ネット鹿島（予定・順不同）

※前売りで完売の場合、当日券はありません。

バギー置き場や
おむつ替え
授乳スペースを
設けています。

歌のコーナー（25分）

《チケット発売日》

2017年7月15日（土）

（25分）作曲：セルゲイ・プロコフィエフ

全席
指定

オーケストラ演奏をお子様とご一緒にお楽しみください。オーケストラ演奏をお子様とご一緒にお楽しみください。

【エイブルパートナー】
私たちはエイブル倶楽部
を応援しています。

平成29年度 第5回えいぶる事業

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（エイブル２階）
〒849-1312 佐賀県 鹿島市 大字納富分2700-1　
Tel 0954-63-2138　http://kashima-able.com/

鹿島市生涯学習センターエイブル、ピオ、ララベル、モリナガ鹿島店、ゆめタウン武雄
有明スカイパークふれあい郷、佐賀市文化会館、嬉野市社会文化会館「リバティ」

プレイガイド

お問い合せ

※３歳未満のお子様は大人1名につき1名膝上鑑賞可（ただし、お席が必要な場合は有料）





 

 申込み 10月 3日（火）9：30～ 

鹿島市民図書館カウンター・電話にて受付 

定 員 20名 

対 象 小学生から大人（親子可） 

鹿島市産業活性化施設 

『海道しるべ』 
鹿島市大字音成甲 1896-1 

☎ 0954-63-8060 

会 場 

見て・聞いて・料理して！鹿島の農業・農作物を五感すべてで味わおう。 

会場では、図書館

の本の貸し出しもあ

るよ。図書館カード

をもってきてね！ 

申込み・問合わせ：鹿島市民図書館  ☎0954-63-4343 

かしまの 

おいしいものづくり 

10/ 28（土） 

10：00～  

13：00 

2017 参加費 

無 料 

野菜づくりの名人が教える 

「土づくり」 
講師 宮﨑憲治さん 

（鹿島市常広 宮﨑花園園長） 

かしまのおいしい野菜で 

「ピザづくり」 
かしまの大地が育んだおいしい野菜を 

味わおう！ 

※ 市役所駐車場より送迎バスあり。現地集合も可能です。 

主催：鹿島市民図書館 

共催：鹿島市産業活性化施設 海道しるべ 



 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 鹿島市民図書館 ６３－４３４３ 

開催日：１0/29（日） 

時 間：午前 10時～11時 30分 

午後１時 30分～4時 

※ 上記時間内にご参加いただけます 

作業時間は 10～15分ほどです 

対 象：小学生～大人 

場 所：図書館内 

本の修理を体験してみませんか？ 

★ご自宅に修理が必要な本がありませんか？ 

あなたの大切な本が、ちょっとしたひと手間で 

よみがえりますよ！ 

参加費は無料。お気軽にご参加ください。 

 ※本をお持ちでなくても図書館の本で体験できます。 



 
 

 

 

 調べものの依頼ができる！
事例を探すことも！ 

「読みたい本」「読み終わった本」を、

Web上で管理できます。 

目標期間、目標冊数を設定し、 

達成状況を確認することができます。 

分かりやすいデザイン＆ボタン配置に。 

鹿島市民図書館オリジナル昔話紙芝居動画も見ることができます！ 

館内での出来事や旬の展示の情報も満載♪ 

読みたい本がみつかったら、Web

から簡単に予約。図書館からの連絡
は、メールか電話か選べる！ 

おもしろそうな本にたどりつ
ける検索機能がある！ 

ツイッターでリアルタイムに
図書館の情報をキャッチ！ 
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主な行事予定（9月）
１/３ 枚

№1

日時 ９月１７日（日） 場所 七浦小学校

件名 七浦小学校運動会

内容

問合先 電話

№2

日時 ９月２３日（土・祝） 場所 救世神社や浅浦地区内

件名 浅浦面浮立奉納（救世神社秋祭り）

内容 市の重要無形民俗文化財に指定されている浅浦面浮立が披露されます。

問合先 電話

№3

日時 ９月２４日（日） 場所 各小学校

件名 古枝小学校、北鹿島小学校の運動会

内容

問合先 電話

№4

日時 ９月２８日（木）～２９日（金）、１０月２日（月） 場所 議場

件名 鹿島市議会９月定例会　一般質問

内容

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№5

日時 場所

件名

内容

問合先 電話



内容 鹿島の秋の味覚と旨いお酒をはしご酒で楽しむイベントです。

問合先 イベント事務局（鹿島市観光協会） 電話 ０９５４－６２－３９４２

№10

日時 １０月９日（月・祝）１６時～２１時 場所 中心市街地内の飲食店１０店舗

件名 鹿島酒蔵ツーリズム®　鹿島はしご酒

内容 鹿島市立東部中と西部中の吹奏楽部による演奏会

問合先 教育総務課 電話 ０９５４－６３－２２７８

№9

日時 １０月８日（日）　１３時３０分開演 場所 鹿島市民会館

件名 市内中学校音楽会「サマーコンサート」

内容

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№8

日時 １０月６日（金） 場所 議場

件名 鹿島市議会９月定例会　閉会

内容 国立モスクワ音楽院からトップレベルの演奏家来日。入場無料、事前申込みが必要。

問合先 鹿島市生涯学習センター　エイブル 電話 ０９５４－６３－２１３８

№7

日時 １０月３日（火）　１８：３０開演 場所 生涯学習センターエイブルホール

件名 日露交歓コンサート２０１７

内容

問合先 電話

№6

日時 １０月１日（日） 場所 各小学校

件名 鹿島小学校、明倫小学校、能古見小学校、浜小学校の運動会
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主な行事予定（10月）
２/３ 枚
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主な行事予定（10月）
３/３ 枚

№11

日時 １０月１３日（金）、１５日（日） 場所 五ノ宮神社

件名 五ノ宮神社秋祭り

内容 五ノ宮神社の獅子舞の奉納など

問合先 電話

№12

日時 １０月２２日（日）　９時～１７時 場所 肥前浜宿町並み保存地区エリア

件名 肥前浜宿　秋の蔵々まつり（美味しい酒と浜宿をのんびり散策）

内容 日本酒飲み比べ、東部中学校吹奏楽、猿回しなど多彩なイベントを開催予定

問合先 肥前浜宿水とまちなみの会 電話 ０９５４－６９－８００４

№13

日時 １０月２８日（土）～２９日（日） 場所 三嶽神社～救世神社

件名 三嶽神社の例大祭

内容 神輿の行幸や獅子舞が奉納されます。

問合先 電話

№14

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№15

日時 場所

件名

内容

問合先 電話


