
平成２４年７月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２４年７月１８日（水）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 早稲田大学理工学術院創造理学部 

「入江正之研究室鹿島分室」を開設します［企画課］・・・・・・・・・・・・ 

⑵ 第２回高興仙亭（コフンソンジョン）マッドリンピックに参加します［企画課］・・・・・  

⑶ 大西初等學校と北鹿島小学校の子ども達が市内で交流します[教育総務課] ・・  

 ⑷ 平成２４年度鹿島市同和問題講演会を開催します［同和対策課］・・・・・・・  

 ⑸ 第１９回「海の森」下刈り作業に参加しませんか？［農林水産課］・・・・・・  

３．市長の主な動静・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

４．行事予定（本日のお知らせ内容を除く） 

 ・議会報告会（地区別） ※ご都合のいい場所でご参加ください。 

７月２０日（金）１９時３０分～２１時３０分 北鹿島公民館 

７月２０日（金）１９時３０分～２１時３０分 浜公民館 

・７月２０日（金）第１学期終業式 

・７月２７日（金）平成２４年度鹿島市小学校水泳大会 鹿島小   ８時４５分開会式～ 

 ・８月 １日（水）祐徳夏まつり 祐徳稲荷神社周辺       １２時３０分～ 

 ・８月 ４日（土）～５日（日）第４９回鹿島おどり 中心商店街 １９時３０分～ 

 ・８月 ６日（月）納涼ふるさと七浦夏まつり 海浜スポーツ公園 １８時２０分～ 

 

５．団体等からのお知らせ 

 ・鹿島ライオンズクラブからのお知らせ（新三役の紹介） 

 ・かしま市民立学修大学からのお知らせ 

 

６．記者との意見交換 

 

７．閉  会 
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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

０９５４－６３－２１０１

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

企画課

川原逸生

日時・場所　平成２４年８月３日（金）
　　　　　　　１７時～　除幕式（アンジェリック伊東）
　　　　　　　１８時～　レセプション（会費制　割烹清川２階）

早稲田大学理工学術院・創造理工学部建築学科「入江正之研究室鹿
島分室」を開設します

アピールポイント

入江正之研究室では、「Ｋ－プロジェクト」と称し、これまで３年
間にわたり、鹿島市のまちづくりを研究室の独自の研究資料とし
て、まちなかの賑わい創出、歴史的建造物の活用などについて調査
研究されており、昨年度は鹿島市のまちづくりについての提言を報
告書として提出いただき、これらの成果が本年６月に発表した「鹿
島市まちづくり推進構想（鹿島ニューディール構想）」のひとつの
柱である「鹿島市シビックセンター再整備構想」へと結びついてい
ます。
このような経緯から、この度、鹿島市における研究調査の拠点とす
るため、早稲田大学理工学術院・創造理工学部建築学科「入江正之
研究室鹿島分室」が開設されることになりました。

あり なし



○参考資料 

「入江 正之」氏について 

 入江 正之 （いりえ まさゆき） 

建築家 

早稲田大学 創造理工学部 建築学科 教授 

 

■研究テーマ 

  建築デザインを介した生活空間支援の実践的研究 

スペイン、カタルーニャ地方の建築史を研究 

アントニ・ガウディに関する著作も多い。 

■プロフィール 

1946年 熊本県出身 

1969年 早稲田大学理工学部建築学科卒業 

1972年 同大学大学院修士課程修了 

1977～78年 スペイン政府給費生としてバルセロナ工科大学ガウディ講座留学 

1972～87年 早稲田大学池原義郎研究室個人助手 

1987～95年 国立室蘭工業大学助教授 

1995年～ 早稲田大学教授。工学博士。 

1990年 「アントニオ・ガウディ・イ・コルネットに関する一連の研究」で日本建築学会賞（論文） 

2005年 「行燈旅館」で日本建築学会作品選奨受賞。 

2009年 「実験装置 masia/2008」で第 22回村野藤吾賞受賞。 

■著書 

 『建築造形論』、『アントニオ・ガウディ論』 

 『アントニオ・ガウディ―地中海が生んだ天才建築家』他多数。 

■作品 

 『実験装置/masia2008』、『行燈旅館』、『ナトゥーラの眼・こだま幼稚園』 

 『早稲田大学喜久井町キャンパス第二研究棟』他多数。 

■鹿島市との関係 

平成２２年３月  初来鹿（講演会開催） 樋口市長の著書「東京で見つけた鹿島」が縁 

その後、鹿島市のまちづくりを研究室の題材のひとつとして選定 

本人や学生が視察や研究調査で頻繁に来鹿 

平成２２年９月  第１弾として「肥前浜宿を活かしたまちづくり」の提言（酒蔵通り模型製作など） 

鹿島市議会の議会説明会で記念講演、鹿島市議会が入江研究室を視察 

平成２３年８月  鹿島市職人通り計画報告書 

           中島家酒蔵実測調査報告書 

平成２４年３月  鹿島市まちづくりにおける活性化提案報告書 

平成２４年８月  鹿島市の中心市街地に研究室「鹿島分室」を開設予定 

鹿島市総務部企画課（資料） 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

説　　明





報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

件　　名 第２回高興仙亭（コフンソンジョン）マッドリンピックに参加します

アピールポイント

国際交流事業の一環として、友好結縁を結んでいる韓国全羅南道高興
郡で開催される第２回高興仙亭（コフンソンジョン）マッドリンピックへ鹿島
市より、市長を団長とする定期交流団９人と民間交流団１２人が参加を
予定しています。

高興仙亭（コフンソンジョン）マッドリンピックについて

　高興仙亭（コフンソンジョン）マッドリンピックは、今年で第２回を迎える
大会で、鹿島ガタリンピック同様、干潟を活かしたユニークな競技が行わ
れます。
　今年は、７月２２日（日）に開催され、ガタスキー、ガタチャリ、潟上フット
サルなどの競技が予定されています。

全羅南道高興郡について

　１９８８年２月にフォーラム鹿島メンバー３人が「第４回鹿島ガタリンピッ
ク」の選手招聘のため、鹿島市長の親書を持参して全羅南道高興郡を
訪問したことから、本市との交流が始まりました。
　そして、全羅南道高興郡とは１９９７年（平成９年）に友好結縁を締結し
ています。
　韓国の最南端に位置し、干拓地が広がり、各種果樹栽培や貝類・海藻
類の養殖が盛んで鹿島市との共通点も多い地方です。

部課名 総務部企画課

報道機関　各位

0954-63-2101

別添資料

0954-63-2129

kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

総務部　企画課

田﨑　靖

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 教育総務課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１０３

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２３１３

syomu@city.saga-kashima.lg.jp

鹿島市教育委員会教育総務課

中野　宗利

日　　程　平成２４年８月７日（火）～８月１０日（金）
主なスケジュール
　　　　　７日　表敬訪問式
　　　　　８日　歓迎交流会（北鹿島小学校）
　　　　　　　　茶道・生け花体験、ホームステイ
　　　　　９日　干潟体験、市内観光
　　　　１０日　歓送式

大西初等學校（韓国）と北鹿島小学校の子ども達が市内で交流しま
す

アピールポイント

平成２２年度に姉妹校締結を行い交流が始まった「鹿島市日韓子ど
も交流事業」は、相互に姉妹校を訪問し、それぞれの良さや特色を
学び合うもので、今年度は大西（テソ）初等學校の交流団２２人が
３泊４日の行程で鹿島市を訪問し、文化体験やホームステイなどで
交流を深めます。

あり なし





本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

蒲原英輔

・と　き　平成２４年８月２１日(火)
　　　　　　開場 １３時３０分 開演 １４時　入場無料
・ところ　　鹿島市民会館大ホ－ル
　　　　　　　　・　駐車場　市役所前、中川グラウンド(臨時駐
車場)
・講　師　　中倉茂樹（なかくらしげき）　さん
　　　　　　　　徳島県人権・同和教育講師団講師
・テ―マ　　～　ぬくもりを感じて　～
・主　　催　鹿島市、鹿島市教育委員会

詳細は別添チラシをご覧ください。

平成２４年度　鹿島市同和問題講演会を開催します

アピールポイント

佐賀県では、平成３年から８月を「同和問題啓発強調月間」とし、
今年で２２回目を迎えます。この期間中、同和問題の啓発事業を実
施することで、理解と認識を深め、同和問題の早期解決を図ること
としています。
鹿島市では、下記の同和問題講演会を開催しますので、多くの皆さ
まに参加していただきますようご案内します。

部課名 市民部同和対策課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１２６

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２３１３

douwa@city.saga-kashima.lg.jp

同和対策課

あり なし



■開場13:30 鷹開演 14:00

―
鹿島市民会館大ホニル

E駐 車場…市役所前 ・中川グラウンド(臨時)

なか  くら  しげ  き

中講  師
中 倉 茂 樹 さ ん

輛 島県人権 。同和教育講師画 部耐

1テ ー マ ぬくもりを感じて

『中倉茂樹さん プロフィール』

経歴

1999年  徳島県西部青年の会 『友輝』設立。

2000年  徳島県同和地区青少年団体連絡協議会 『上場の会』事務局。

2004年  徳島県人権・同和教育講師団講師。

自らの経験から “部落差別をなくすこと
"に

人生を賭け、小学校

高学年からお じいちゃん、おばあちゃんまでに、熱い想いを伝え

たい。 “束」激的ナイスガイ"が 、若さを生かし、自らの部落差別

との闘いをユーモアをおりまぜながら熱く語ります |

「同和問題啓発強調月間」は同不□問題の解決に向けて、佐賀県では、県民一人ひとりの理

解と協力を得るために1991年 (平成3年)に設けられ、今年電 2回目を迎えます。

これまでの特別対策の実施により生活環境の改善は大幅に図られましたが、差別意識は

解消の方向に向かつてはいるものの、未だに根深く残つていると言わざるを得ません。

同和問題の解決には、市民のみなさんも、差別に目をそむけたり、無関心でいるのでは

なく、一人ひとりの人権を守るということがいかに大切なことなのかを一緒になつて考え、

共に行動することが必要です。鹿島市は、同和問題の解決に金力で取り組み、人権感覚に

みちあぷ、れたまちづくりを目指します。

●主催:鹿島市・鹿島市教育員会 ■問い合わせ:鹿島市同和対策課1生涯学習課 I TEL0954163‐2126



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

髙本　将行

日　　時　平成２４年７月２８日（土）　８時集合
集合場所　市役所正面駐車場（大型バスで移動します。）
会　　場　中木庭ダム湖畔公園内
持 参 品　軍手、草刈鎌、タオル、水筒、帽子
　　　　　※飲み物等は準備します。
そ の 他　荒天が予想され順延となった場合は、前日夕方に連絡し
ま　　す。順延日は、８月４日（土）となります。

申込・問合せは下記へお願いします。

第１９回「海の森」下刈り作業に参加しませんか？

アピールポイント

森林の水源涵養機能の向上と環境保全を目的に、毎年実施していま
す「海の森　下刈り作業」を７月２８日（土）に開催します。
夏場に行う「下刈り作業」は、森林を育てる上で大切な手入れとな
ります。大人であればどなたでも参加できますので、多くの皆さま
の参加をお待ちしております。

部課名 産業部農林水産課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－３４１３

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２３１３

norin@city.saga-kashima.lg.jp

産業部農林水産課　農山漁村係

あり なし



№２

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

大韓民国高興郡への交流団（員）として市長初参加。

第２回高興仙亭(コフンソンジョン)マッドリンピック

内容

担当 企画課 電話 ０９５４－６３－２１０１

№１

１／１ 枚

市長の主な動静

大韓民国高興郡７月２１日（土）～７月２３日（月）日時 場所

件名

日時 ７月２８日（土）８時市役所集合～ 場所 中木庭ダム湖畔公園

件名 第１９回海の森下刈り作業

内容

担当 農林水産課農山漁村係 電話 ０９５４－６３－３４１３

豊饒の海を取り戻す目的で、河川上流部に植栽された広葉樹の下刈り作業に従事。

№３

日時 ７月３０日（月）１５時～ 場所 長崎県諫早市役所

０９５４－６３－３４１５

あわせて国道２０７号改良促進期成同盟会役員会及び総会も開催されます。

有明海沿岸道路西部地区建設促進期成会

№４

日時 ８月３日（金）１８時～ 場所 割烹　清川

件名

内容

担当 まちなみ建設課 電話

件名

内容 除幕式は１７時、現地（アンジェリック伊東）で実施。

担当 企画課 電話 ０９５４－６３－２１０１

早稲田大学理工学術院創造理学部「入江正之研究室鹿島分室」開設式

№５

日時 ８月８日（水）～１０日（金） 場所 北海道深川市ほか

０９５４－６３－２１２５

スポーツ合宿地視察

深川市などスポーツ合宿の先進地を視察する

件名

内容

担当 生涯学習課 電話


