
平成２９年１０月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２９年１０月１８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 

・環境下水道課ラムサール条約推進室からのお知らせ 

   （アジア湿地シンポジウム in佐賀 エクスカーションについて）（資料 2-1） 

 

   （食のシンポジウム 宝の海・有明海 in Kashima）（資料 2-2） 

     

４．団体等からのお知らせ 

  ・鹿島市地場産業振興協議会（資料 3-1） 

  ・中木庭ダムフェスタ実行委員会（資料 3-2） 

・鹿島市民立生涯学習・文化振興財団からのお知らせ（資料 3-3） 

   

   

 

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１１月定例記者会見 

１１月１６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

江島　美央

日　時　2017年11月9日(木)　10:00(鹿島着)-16:00(鹿島発)
場　所　鹿島市内4箇所（詳細は別紙）
参加者　３９名
（内訳）中国（23名）、タイ（５名）、台湾（３名）、ネパール（２名）、香港（１
名）、ミャンマー（１名）、ドイツ（１名）、日本（３名）のシンポジウム参加者

アジア湿地シンポジウム　in 佐賀　エクスカーションについて

アピールポイント

2017年11月7日から11日まで佐賀市で開催される国際会議「アジア湿地
シンポジウム　in 佐賀」におきまして、エクスカーション(現地研修)の行き
先に、ラムサール条約登録湿地を有する鹿島市、佐賀市、荒尾市が選
ばれました。
当日はシンポジウム参加者の皆様、39名を鹿島市にお迎えします。
観光案内兼通訳は干潟案内人養成講座受講生が、おもてなしは女性の
ためのワークショップ委員が行います。

部課名 ラムサール条約推進室

報道機関　各位

報道資料 平成29年10月17日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-3416

件　　名

説　　明    

別添資料

0954-62-3717

ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

鹿島市建設環境部ラムサール条約推進室

あり なし



～ ようこそ鹿島へ!!  Welcome to Kashima～ 

2017 年 11 月 7 日から 11 日まで佐賀市で開催される「アジア湿地シンポジウム in 佐賀」

におきまして、エクスカーション(現地研修)の行き先に、ラムサール条約登録湿地を 

有する鹿島市、佐賀市、荒尾市が選ばれました。 

当日はシンポジウム参加者の皆様、約 40名を鹿島市にお迎えします。 

 

日 時 2017年 11月 9日(木) 10:00(鹿島着)-16:00(鹿島発) 

場 所 鹿島市内 4箇所 

参加者 中国、韓国などアジアのシンポジウム参加者 

 

行 程 

時間 場所 見どころなど 

9:00 佐賀市(はがくれ荘)出発  

10:00 ①肥前鹿島干潟着・見学 

 

ムツゴロウなど干潟の生物 

ラムサール条約登録地 

10:30 肥前鹿島干潟発  

10:50 ②祐徳神社着・見学・希望者は着物の着付け 

 

日本の荘厳な神社・着物 

日本三大稲荷 

12:00 昼食(門前、若松屋)お抹茶のふるまいあり 茶道体験 

13:20 祐徳神社発  

13:30 ③浜宿着・伝建築散策 

 

日本酒の試飲、美しい町並み 

かやぶきの建築 

14:30 浜宿発  

14:45 ④道の駅鹿島着・干潟展望館見学 

 

有明海沿岸唯一の自然観察

施設見学・水族館あり 

15:30 千菜市でお土産選び 鹿島市の様々な旬の産物 

16:00 道の駅鹿島出発  

17:00 佐賀市(はがくれ荘)着  

 

 

 

 

 

 

 

アジア湿地シンポジウム in 佐賀 

エクスカーション 鹿島ツアー 
 

 



～ 当日のルート ～ 
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<問い合せ先> 

鹿島市役所 ラムサール条約推進室 (担当 江島) 

電話 0954-63-3416  

 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 ラムサール条約推進室

報道機関　各位

報道資料 平成29年10月17日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-3416

件　　名

説　　明    

別添資料

0954-62-3717

ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

鹿島市建設環境部ラムサール条約推進室

江島　美央

1. 日時 平成29年11月26日（日）10：00～16：00
2. 場所 鹿島市生涯学習センターエイブル
3. 主催 鹿島市・一般財団法人自治総合センター
4. 共催 鹿島市ラムサール条約推進協議会・鹿島市環境衛生推進協議
会
5. 内容 この日を丸1日環境の日として、食をテーマに講演会やイベント
を行う。

食のシンポジウム　宝の海・有明海　in kashima

アピールポイント

世界的にも貴重なラムサール条約湿地に登録された「肥前鹿島干潟」お
よび鹿島市の自然環境について、市民の理解や興味を深め、次世代へ
この自然を継承していくことを目的として、今年度は、「食」をテーマにシ
ンポジウムを開催します。
このシンポジウムは、有明海の恵みを受けた食文化の魅力を発信するこ
とで、市民の目を有明海に向け、普段から有明海や干潟に親しんでいる
市民はもとより、興味を持たない市民の方々も有明海の自然環境の現
況を知るきっかけを作り、私たちの身近な海である有明海の再生・保全
についての理解を深めることを目的としています。

あり なし





本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

江島　賢一

日程：１２月７日（木）９時～１６時
        １２月８日（金）９時～２２時

場所：祐徳稲荷神社参集殿
 
対象：市内で製造、生産される商品を扱う法人および個人事業主

定員：１０事業者程度（事前審査有）※小間（１８０ｃｍ×９０cm）

出店料：５，０００円（電気使用の場合、別途１，５００円）

募集締切：１０月２０日

問合せ先：有限会社 田雑商店　（田雑継市郎）
　　　　　　　ＴＥＬ ０９５４－６３－２６０１

｢鹿島市特産品まつり｣チャレンジブース出店者募集

アピールポイント

鹿島市地場産業振興協議会では、お火たき神事に合わせて市内で生産される
加工品、農水産物、伝統工芸品等をPR・販売する催し｢第４６回鹿島市特産品
まつり｣のチャレンジブースの出店者を募集します。

部課名 産業部産業支援課

報道機関　各位

報道資料 平成29年10月17日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-3411

件　　名

説　　明    

別添資料

0954-63-2313

sangyo@city.saga-kashima.lg.jp

産業部産業支援課

あり なし

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




 

 

10 月定例記者会見チラシ類 
 

 

１．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） 

 

 

    第 8 回えいぶる事業 

２．映画「この世界の片隅に」 
 

 

 

３．多良海道ウォーク～多良海道の歴史を歩く～ 

 

 

 

４．熊本 義泰 作陶展～翠青磁に魅せられて～ 

 

 

５．本をゆずる市 
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【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8回えいぶる事業

　日11月12日11月12日平成
29年
平成
29年

エイブルホールエイブルホール
鹿島市生涯学習センター鹿島市生涯学習センター

主　催／一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
後　援／鹿島市、鹿島市教育委員会、佐賀新聞社、NHK佐賀放送局、株式会社ネット鹿島（予定・順不同）
問合せ／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）TEL:0954-63-2138　http://kashima-able.com/

プレイガイド／エイブル事務局、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
　　　　　　　嬉野市社会文化会館「リバティ」

日 時

場 所

大人（一般）：８００円
大人（会員）：５００円
高校生以下：３００円

大人（一般）：８００円
大人（会員）：５００円
高校生以下：３００円
※前売り・当日共※前売り・当日共

全席自由
９月３０日（土）発売
全席自由
９月３０日（土）発売

① 10：00～12：08
② 13：00～15：08
③ 16：00～18：08

① 10：00～12：08
② 13：00～15：08
③ 16：00～18：08

̶ 上映時間 ̶̶ 上映時間 ̶



会場地図CAST



 

 

 

江戸時代、佐賀藩が、長崎警護のために使っていた長崎街道の脇街道（多良海道）の歴史を知っ

て、実際に自分たちで歩いてみる『多良海道ウォーク』を企画しました。 

実際に、まず自分で歴史を学び、次に学んだ歴史を体で感じる歴史ウォーキングです。 

ウォーキングのコースは、2 コース用意しました。 

① 健脚コース （20 名）  ② ゆっつらーとコース (20 名) 

１．「多良海道」の歴史を学ぼう 

  ●日 時  11 月 21 日（火）10:00～12:00 

  ●場 所  エイブル３階研修室 

  ●内 容  多良海道の歴史について学ぶ 

 ●講 師  エイブル鹿島市民図書館 学芸員 高橋研一  

  ●定 員  40 名 

   ●受講料  無 料 

２．多良海道ウォーク 

  ●日 時  12 月 9 日（土） 9:00 エイブル集合 9:30～15:00 

  ●コース  エイブル(ﾊﾞｽ)→古渡(2.1 ㎞歩き) → 矢野酒造(ﾊﾞｽ)→ 矢答水置き所(ﾊﾞｽ) →  

矢答展望所（昼食・休憩） 

       ①（健脚コース）     矢答展望所（約 12 ㎞の歩き）→浜宿駐車場(ﾊﾞｽ)→エイブル 

    ②（ゆっつらーとコース）矢答展望所(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ)→花取バス停（歩き約４㎞）→浜宿駐車場 

(ﾊﾞｽ)→エイブル 

 ●定 員  ①健脚コース(20 名)  ②ゆっつらーとコース(20 名) 

 ●受講料  無 料 

  ●保険料  レクレーション保険 約 200 円 

 ※ 少雨決行です。どうしても無理な場合は、延期します。 

鹿島市観光協会と生涯学習センターエイブルとの共催事業 
-----------------------------------  きりとり  -------------ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ 

多良海道ウォーク参加申込書       名簿（  ）案内（  ） 

住 所 
〒   -     

 

氏 名 
ふりがな 

 

電話番号  
弁当(500 円)の注文有無 

（申し込み時に徴収します。） 
（有） (無） 

□ ① 健脚コース  □ ② ゆっつらーとコース 

※ 事務局記入 受付日   月  日  （来館・Tel）  受付者  (    ) 

※①コースか②コースを選んでいただいて、□にチェック(ㇾ )を入れてください。 
※お申込みの際に収集した個人情報は講座運営のみ使用し、それ以外の目的に使用することはありま
せん。 

 

～多良海道の歴史を歩く～ 

多良海道ウォーク参加者募集！ 

問い合わせ先：（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（エイブル） 

       ☎0954-63-2138  Fax0954-63-3424 

担当 乗田・中島 

 

だれでも参加 OK。 

両日とも参加できる大

人の方に限ります。 

 



（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団                      

▲熊本義泰さん in青磁ギャラリー 

床の間コーナー 10 月～１２月展示 

 

◆ 前期展示期間： １０月 １日 （日） ～ １１ 月 ９日 （木）  

     後期展示期間：     １１月１１日 （土） ～ １２月 ２７日 （水） 

◆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 
 

熊本義泰さんは、１９４４年鹿島市生まれ

の青磁陶芸家。１９７２年京都で天目の第一

人者 木村盛和氏に師事し、昭和５４年に帰郷。

自宅に窯を開いた。初期は地元多良岳産出の

岩石で天目を制作していたが、染色家 鈴田照

次氏の勧めもあり、「青磁」の世界に飛び込む。

中国の宋時代に作られた深い緑色の青磁に魅

せられ、研究に没頭。今日まで、日本伝統工

芸展に２５回、西部伝統工芸展に 30 回入選

するなど入賞・入選多数。日本工芸会正会員。 

 熊本さんは、陶磁器の世界だけではなく「ま       

ちなみスケッチ」等の水彩画、また“まちづくり”などでもご活躍をされています。今回

は陶芸・水彩画など熊本さんの多岐にわたる作品を展示します。 

お問い合せ先 

（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 

（床の間コーナー担当:木村･梶山） 

TEL:0954-63-2138/FAX:63-3424 

熊本義泰さんによるギャラリートーク開催！！ 

日時：１１月１１日（土）1３：３0～ 

場所：エイブル２階 交流プラザ 

テーマ「わたしの歩いた道～絵画・陶芸・まちづくり」 

 

熊本
く ま も と

 義
よ し

泰
ひ ろ

 作陶展 
～翠青磁に魅せられて～ 

 



 

11 月 3 日（金・祝）・4 日（土）・5（日）9 時半～17 時 

11 月 7 日（火）9 時半～19 時 ※なくなり次第終了 

 

図書館内 レファレンスカウンター前 
 
＊一人当たりの配布制限冊数は１０冊です。袋を持ってきてください。 

＊来館された方（市内在住・市外在住不問）を対象に配布します。 

 

とき 

ところ 

本をゆずる市 

問い合わせ先 鹿島市民図書館 電話 0954（63）4343 

 

ご家庭で不要になった本を“本をゆずる市”に出してみま

せんか？受付方法は、以下のとおりです。 

 
10 月 19 日(木)～11 月２日(木)  ＊休館日を除く 

平日 9：30～18：00 土日 9：30～16：00  

 の期間のみ、以下の条件を満たす本を受け付けます。 

★破れ、しみ、カビ、臭い、書き込みなどがなく、他の方が気持ち良く読める本 

★雑誌、通販カタログ、ビデオ、DVD、CD、カセット以外 

★鹿島市民図書館までご自身で持ってくることができる 

★鹿島市在住の方 

 

本の状態や内容によっては、持ってきていただいても受け付けできない場合が 

あります。また、ご寄贈いただいた本の返却については対応できません。 

 

受付 

日時 



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 神輿の行幸や獅子舞が奉納されます。

問合先 電話

№2

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 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

№1

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）

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（10月）
１/３　 枚



内容 入場無料　記念講演「合言葉は、2度目の東京オリンピック」　コーラス、ダンスなど

問合先 ゆめさが大学鹿島校事務局 電話 ０９５４－６３－２３２２

№5

日時 １１月１７日（金）１０時００分～ 場所 エイブル

件名 第6回ゆめさが大学鹿島校　学校祭　 作品展示11/16(13時)～11/17(15時) 絵画、写真など

内容 国際会議の現地研修として、肥前鹿島干潟や道の駅鹿島などを見て回られます。

問合先 環境下水道課ラムサール条約推進室 電話 ０９５４－６３－３４１６

№4

日時 １１月９日（木）１０時～ 場所 肥前鹿島干潟、道の駅鹿島など

件名 アジア湿地シンポジウム　in佐賀　エクスカーション

内容 佐賀牛を味わいながら　銘酒「能古見」を試飲しよう！

問合先 のごみふれあい楽習館 電話 ０９５４－６２－３３７３

№3

日時 １１月５日（日）　　１０時～ 場所 中木庭ダムやまびこ広場周辺

件名 晩秋の中木庭ダムフェスタ　ｉｎ　のごみ　　同時開催　能古見木工まつり

内容 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、ｺｰﾗｽ、菊花展、ちぎり絵、写真・美術・陶芸展など

問合先 市文化連盟事務局　担当松尾英樹 電話 ０９５４－６３－２７３６

№2

日時 １１月３日（祝）～５日（日） 場所 エイブルほか

件名 鹿島市文化祭　今年で４９回目の開催

内容

問合先 琴路神社 電話 ０９５４－６２－３８６７

№1

日時 １１月２日（木）～３日（祝） 場所 琴路神社～新宮神社

件名 琴路神社秋祭り
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内容 入場無料　料理研究家マロン氏の講演、野菜スープのふるまい、ワークショップなど

問合先 環境下水道課ラムサール条約推進室 電話 ０９５４－６３－３４１６

№10

日時 １１月２６（日）　１０時～ 場所 エイブル

件名 食のシンポジウム　宝の海・有明海　in　Kashima

内容 子ども木工教室、ゆるキャラ集合、防災関連物品の展示、豚汁ふるまいなど

問合先 実行委員会（社会福祉協議会内） 電話 ０９５４－６２－２４４７

№9

日時 １１月２６（日）　１０時～ 場所 市民会館および周辺

件名 かしま福祉フェスタ２０１７

内容 雨天決行、６区間１１．５Ｋｍ　参加費：１チーム（10人以内）　４，０００円

問合先 能古見地区体育協会事務局 電話 ０９５４－６２－３３７３

№8

日時 １１月２６（日）　１０時～ 場所 中木庭ダム周辺

件名 中木庭ダム駅伝大会

内容 もちつき、農水産物販売、手すきのり体験、園児の出し物、お楽しみ抽選会など

問合先 七浦公民館 電話 ０９５４－６２－８３２５

№7

日時 １１月２３（祝）　１０時～１４時 場所 道の駅鹿島

件名 七浦の里　大収穫祭　　同時開催　七浦趣味の会発表会

内容 どなたでも参加できる囲碁大会　参加費：２，０００円（弁当付）小学生１，０００円

問合先 大会事務局　藤永 電話 ０９５４－６２－６３１３

№6

日時 １１月２３（祝）　９時～ 場所 市民交流プラザ「かたらい」

件名 「碁聖」寛蓮　鹿島囲碁大会
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