
平成 25年 1月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２５年１月１６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 スポーツ合宿の受け入れが始まります・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1 

 

 ⑵ ランニングコースを新設します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2 

 

３．市長の動静・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3 

４．行事予定 

１月１９日（土）ふな市 酒蔵通りほか 早朝 

１月１９日（土）～２０日（日）２０１３クロカンフェスタ inかしま 陸上競技場 

２月９日（土） 祐徳稲荷神社初午祭（大村方獅子舞、上古枝面浮立の奉納など） 

 

５．団体等からのお知らせ 

⑴ 鹿島市観光協会からのお知らせ 

かしまイメージキャラクターデザイン決定・ネーミング募集開始について  

 ⑵ 鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会からのお知らせ 

   酒蔵手形の販売開始について 

⑶ 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２月定例記者会見 

２月１５日（金）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 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 生涯学習課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１２９

shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

生涯学習課

嶋江　克彰

合宿日程

　明治大学　　　　　　　　　　２月４日～９日(６日間）
　大東文化大学　男子　　　２月中旬～下旬（１１日程度）
　九州国際大学　　　　　　　２月２０日～２４日(５日間）
　大東文化大学　女子　　　２月２２日～２８日(７日間）
　国士舘大学　　　　　　　　 ３月１１日～１６日（６日間）
　

　
　

1

０９５４－６３－２１２５

スポーツ合宿の受け入れが始まります

アピールポイント

　スポーツの振興・青少年の健全育成・交流人口の拡大・地域経済の活
性化を目的として、昨年に引き続きスポーツ合宿を受け入れます。
　今年度は昨年以上の大学が鹿島で合宿をされることになりました。（明
治大学、大東文化大学 男女、国士舘大学、九州国際大学）

　合宿期間中には、陸上教室や合同練習も計画をしており、小中高生の
競技力のレベルアップが期待できます。

　市としては、選手たちが「鹿島で練習をしてよかった！」と思えるような
合宿になるよう、全力でサポートします。

説　　明





別添資料

件　　名

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

ランニングコースを新設します

アピールポイント
　クロスカントリーコースに加えて市民球場周りにランニングコースを設
置します。アップダウンのあるコースで足腰や心肺機能の強化に適した
コース設計となっています。

説　　明





別添資料

件　　名

０９５４－６３－２１２９

shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

生涯学習課

嶋江　克彰

　市民球場周りの既存の遊歩道と改修工事・新設工事を組み合わせて
ランニングコースを設置します。全長１．５ｋｍ程度で、アップダウンのあ
るコース設計です。2月上旬には工事が完成する予定です。
　

2

０９５４－６３－２１２５

部課名 生涯学習課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

あり なし



件名 ゆめさが大学鹿島校第１回学校祭

内容

担当 ゆめさが大学鹿島校 電話 ０９５４－６３－２３２２

№２

日時 ２月１日（金）１０時～ 場所 エイブルホール

内容 鹿島市シビックセンター再整備構想のうち、中心市街地への公的施設再整備

担当 企画課情報統計係 電話 ０９５４－６３－２１０１

日時 １月３１日（木）１４時～ 場所 市役所５階大会議室

件名 第１７回鹿島市まちづくり懇話会

№４

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

ＪＡ青森様、スーパーモリナガ様からのりんご寄贈

内容

担当 福祉事務所社会福祉係 電話 ０９５４－６３－２１１９

№３

１／１ 枚

市長の主な動静

№１

市役所３階庁議室２月１日（金）１３時３０分～日時 場所

件名

日時 ２月１３日（水）１０時～ 場所 エイブルホール

件名 新入生のための交通安全フェスタ

担当 総務課消防交通係 電話 ０９５４－６３－２１１３

交通安全アニメ上映、演劇、音楽演奏

今回は青森市長も来鹿されます。

3

内容



 

 

プレス リリース 
かしまイメージキャラクターデザイン決定・ネーミング募集開始 

 

平成 25年 1月 16日:  一般社団法人 鹿島市観光協会では、鹿島市の観光振興事業推

進のため、鹿島市にある様々な観光資源をさらに PR していくために、イメージキャラクター

の制作を準備しています。 

この度、全国より応募頂いた 307点より一次審査で５点を選び、Facebookでの投票、市

内の幼稚園・保育園での投票・エイブルでの投票の結果を踏まえ、最終選考委員会にてキ

ャラクターが決定いたしました。 

製作者は、大阪府の『ふきのとう』さんです。 

今後、この男の子のキャラクターの名前を２月１日より募集を開始いたします。 

募集要項は、キャラクター名・住所・氏名・年齢・名前の理由を明記の上、はがき・封書・メ

ールにてお送り下さい。 

最優秀賞 賞金２万円 

受付期間 平成 25年 2月 1日～ 平成 25年３月１日（金） 17:00 必着 

【連絡・お問合せ先】 

一般社団法人 鹿島市観光協会   電話 0954-62-3942  担当：折敷瀬 

連絡先: 折敷瀬 敏 
鹿島市観光協会 
電話: (0954)62-3942 
FAX:  (0954)62-3948  

 
〒849-1321 
佐賀県鹿島市古枝甲 1494-1 
kashima-kankou.com 

一般社団法人 鹿島市観光協会  



 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 商工観光課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954－63－3412

件　　名

説　　明





別添資料

0954－63－2313

rousei@city.saga-kashima.lg.jp

鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会（事務局：商工観光課）

山口洋

１．手形の内容
　　・手形　1枚
　　・「酒蔵ツーリズム」オリジナルお猪口　1個
　　・手形限定6蔵酒セット　300ｍｌ×6本
　　・6蔵のスタンプをそろえて抽選会参加
２．予約開始
　　平成25年1月21日（月）
３．予約方法
　　インターネットでの予約（http://sakagura-tourism.jp）
　　お電話での予約　050-3693-8012
　　受付時間　平日10:00～16：00
４．販売者
　　鹿島市観光協会
５．手形予約に関する問合せ先
　   050-3693－8012

鹿島酒蔵ツーリズム　酒蔵手形の販売開始について

アピールポイント

　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会では、３月３０日、３１日の２日間に開
催する酒蔵ツーリズムのイベントに合わせ、市内６蔵を巡る酒蔵手形を１
月２１日から予約受付を開始します。
　今回は手形と特製お猪口、この手形限定の６蔵の酒セット（300ｍｌ×6
本）付で5,000円にて販売いたします。

あり なし



 



鹿島酒蔵ツーリズム 2013/ストア説明（転載） 

 

鹿島酒蔵ツーリズム 2013 
 

鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会（事務局：鹿島市観光協会・鹿島市商工観光課）です。  

酒蔵手形や酒器などを販売しています。 

 

酒蔵手形とは･･ 毎年 3 月に佐賀県鹿島市にある 6 酒蔵で行われる「蔵びらき」をはじめと

するお祭りには 「鹿島酒蔵ツーリズム」という楽しみ方があり、その酒蔵ツーリズムをよ

りいっそう楽しみながら満喫していただくための秘密の小道具が「酒蔵手形」です 

 

酒蔵手形があると･･ 

限定 1,000 枚の酒蔵手形には 

① 鹿島の 6 酒蔵がこの酒蔵ツーリズムの酒蔵手形だけのために造る 超レア限定酒各 1 本 

Total300ml 酒瓶 x6 本付き 

② 鹿島酒蔵ツーリズムオリジナルお猪口付き 6 蔵をまわりながら新酒の試飲をする時に

も my おちょこで心行くまで堪能できる 

③ イベント期間中に 6 酒蔵を巡り 6 蔵のスタンプが揃えば 豪華賞品が当たる抽選会あり 

④ 酒蔵手形はコースターとしても利用できる design 

⑤ 6 酒蔵を循環するバスは当然無料で乗り放題 

⑥ 酒蔵手形を首から下げていれば･･無料循環バス内でお得な情報が聞けたりするｶﾓ 

などなどお楽しみがいっぱい 

ここだけのお話･･ 

酒蔵手形 holder だけのための超レア限定酒の内容は？ 

―蔵元さんから頂いたかすかなヒントをご紹介すると･･－ 

【富久千代酒造】「鍋島」Brand のここでしか飲めないお酒の何かにする予定だけど内緒ナ

イショ！当日までのお楽しみ！by 飯盛直喜杜氏 

【馬場酒造】頭の中では 2 つくらいにはしぼっているけど･･まだ教えられないなぁ 特別純

米の何かしら special なお酒を企んでいるところ by 馬場第一郎氏 

【矢野酒造】純米吟醸の原酒か何かおもしろいものにしたいなぁ～by 矢野元英氏 

【光武酒造】吊るして搾る type の搾りたての原酒「しずくしぼり」はどうかなぁ by 光武

博之氏 

【幸姫酒造】「68％甘口本醸造生貯蔵」なんかどうでしょう？by 峰松宏文氏 

【峰松酒造】純米大吟醸系の原酒か何か珍しいものにしましょうかね？by 峰松一清氏 



 

 鹿島市定例記者会見 
H25.１.16 

 

床の間コーナー 

期間：開催中～平成２５年１月３１日（木） 

場所：エイブル２階 床の間コーナー 内容：別紙参照 

１月１９日（土）１０時、床の間コーナー前にて 
 監修の迎 昭典氏によるギャラリートークを行います。 

な べ し ま 

平成２５年 1 月 27 日(日) エイブルホール 14 時開演 

「春風亭小朝 独演会」はチケット完売いたしました。 

当日券の発売はございません。悪しからずご了承ください。 

な お よ し 

鍋島直彬公銅像 

（旭ヶ丘公園内） 

鍋島直彬公肖像画 

（佐賀県立美術館蔵） 


