
平成２５年５月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２５年５月１４日（火）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 戦没者追悼式を行います。[福祉事務所]・・・・・P.2 

 

⑵ 第５４回佐賀県保育事業研究大会[福祉事務所]・・・ P.3 

 

３．主な市長の動静 

  ５月１６日（木）～１７日（金） 九州市長会（大分市） 

  ６月４日（火）～５日（水） 全国市長会（東京都）ほか 

 

４．行事予定（市からのお知らせ分を除く） 

５月１２日（日）～１９日（日） 第１１回エイブル祭り エイブル全館 

５月１８日（土） 肥前浜宿スケッチ大会 酒蔵通り一帯 ９：００～ 

５月１９日（日） 第５８回市民体育大会 陸上競技場 ８：３０～ 

５月２１日（火）～６月２日（日） 碁式献上１１００年記念事業 エイブルほか 

 ・パネル展示（囲碁の歴史、棋士列伝など） 

 ・囲碁を題材とする切手・絵画の展示 

５月２５日（土） あさうら里まつり 中浅浦公民館ほか １７：３０～ 

５月２６日（日） 佐賀県総合防災訓練 西部中学校ほか ９：００～ 

５月３１日（金）～６月２日（日） 第６２回祐徳本因坊戦 祐徳稲荷神社 

６月 ９日（日） 第２９回鹿島ガタリンピック 道の駅鹿島 １０：００～ 

 

５．団体等からのお知らせ 

 ・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６月議会前記者会見 

６月３日（月）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 

℡63-2100 中村、川原 



平成２５年５月 
 

  定例記者会見 

佐賀県鹿島市 

５月１４日（火）11：00  庁議室 

1 



市からのお知らせ 

2 



戦没者追悼式を行います                  

日 時 ５月２４日（金）午前１０時から 

場 所 鹿島市民会館 ホール 

主 催 鹿島市 
  

 日清戦争・日露戦争から第２次世界大戦ま

で 1301柱(ばしら)の戦没者の冥福を祈ります。 

追悼式は、宗教的儀式を伴わない形で執り行います。 

3 



             

追悼式に合わせ、１０時１０分頃にサイレン

が１分間なりますので、市民の皆さん一斉に

黙とうを捧げましょう。 

4 



第５４回佐賀県保育事業研究大会                  

日 時 ５月２６日（日） 

場 所 全体会場 鹿島市民会館 

    分科会場 鹿島市内２ヶ所４会場 

主 催 佐賀県保育会 

主 管 鹿島市保育会 

5 



 佐賀県保育会に所属する県内保育所の職員

約９００名が参加され、保育・子育て支援に関す

る研究協議をされます。 

6 



主な市長の動静 

◎５月１６日（木）～１７日（金） 
  九州市長会  開催地 大分市 

 

◎６月４日（火）～５日（水） 
  全国市長会  開催地 東京都 

7 



５月の主な行事予定 

◎５月１２日～１９日 

  第１１回エイブル祭り  エイブル全館  

 

◎５月１８日（土） 
  肥前浜宿スケッチ大会  酒蔵通り一帯 ９時～ 

 

◎５月１９日（日） 
  第５８回市民体育大会  陸上競技場 ８時３０分～ 

 

◎５月２５日（土） 
  佐賀県総合防災訓練 ９時～  西部中学校ほか 

8 



５月の主な行事予定 

◎５月２１日（火）～６月２日（日） 
  碁式献上１１００年記念事業  エイブルほか 

 ・パネル展示（囲碁の歴史、棋士列伝など） 
 ・囲碁を題材とする切手・絵画の展示 

 

 

 

 

 

 

 

9 



５月・６月の主な行事予定 

◎５月２５日（土） 
  あさうら里まつり  中浅浦公民館ほか １７時３０分～ 

 

◎５月３１日（金）～６月２日（日） 
  第６２回祐徳本因坊戦  祐徳稲荷神社 

 

 

 

 

 

 

九州山口の囲碁の強者が 
 

祐徳稲荷神社に集う！ 

10 



６月の主な行事予定 

◎６月 ９日（日） 

  第２９回鹿島ガタリンピック  道の駅鹿島 １０時～ 

ガタチャリ、つなひき、 

ガターザンなど 

人気競技 

が盛りだくさん！ 
 

11 



団体からのお知らせ 

12 



かしま市民立学修大学からの

お知らせ 

13 



  

第11回 
エイブル祭 
5/12～5/19 

14 



  

15 

6月22日（土） 
エイブルホール 

 
【前売券発売中】 
（全席自由） 
一般  2,000円 
楽修大学生 1,500円 
高校生以下 1,000円 

高校生以下の楽修大学生 
   500円 



平成25年8月4日（日） 
鹿島市民会館 
１８：００開場  １８：３０開演 
 
出演 

岩崎宏美  

●ゲスト：宗次郎（オカリナ奏者） 
まちのコーラスグループの皆さん 

「鹿島ロマンス合唱団」 
16 



入場料  前売 ２，０００円 
 （全席指定） ※お一人様２枚まで 
  当日券 2,500円 
 
チケット発売開始 

平成25年 ６月１６日（日） 
 

お問い合わせ 
かしま市民立楽修大学 事務局 
電話 ０９５４－６３－２１３８ 

17 



18 



19 



20 



21 



  床の間コーナー（５月３０日まで） 

●
後 

期
展
示
の
模
様 

22 



次回 は６月議会前記者会見 

佐賀県鹿島市 

６月３日（月） １３：３０  
庁議室 

23 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 市民部福祉事務所

報道機関　各位

報道資料 平成25年5月14日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１１９

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２８

fukushi@city.saga-kashima.lg.jp

市民部福祉事務所

幸尾かおる

主催　　鹿島市
日時　　５月２４日（金）・午前１０時～正午
場所　　鹿島市民会館　ホール

　日清戦争・日露戦争から第２次世界大戦まで、１３０１柱（ばしら）の戦
没者の冥福を祈ります。
　追悼式は、宗教的儀式を伴わない形で執り行います。

※　追悼式に合わせ、午前１０時１０分頃にサイレンが１分間なりますの
で、市民の皆さん一斉に黙とうを捧げましょう。

平成２５年度鹿島市戦没者追悼式を行います

アピールポイント
　日清戦争・日露戦争から第２次世界大戦までの戦没者に対し、全ての
市民が等しく追悼の意を掲げるとともに、世界の人々の恒久平和を祈念
するために開催します。

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 福祉事務所

報道機関　各位

報道資料 平成25年5月14日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１１９

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２８

fukushi@city.saga-kashima.lg.jp

市民部福祉事務所

幸尾かおる

主催　佐賀県保育会
主管　鹿島市保育会
日時　平成25年5月26日（日）
場所　全体会場　鹿島市民会館
　　　　分科会場　鹿島市内２ケ所　４会場

　佐賀県保育会に所属する県内保育所の職員約９００名が参加され、保
育・子育て支援に関する研究協議をされます。

第５４回佐賀県保育事業研究大会

アピールポイント

　保育現場に携わる者が、これからの保育所の社会的な意義・役割につ
いて認識を深めるとともに、より保育が充実するよう、保育の質が高めら
れるように様々な側面から保育・子育て支援に関する研究協議を深める
ことを目的に開催します。

あり なし

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






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

期 日 時 間 内 容 団 体 名 

５月 

12 日(日) 

9:00～10:00 オープニング 

セレンモニー 

開会式 

 
かしま市民立楽修大学 

10:00～10:30 かしまんにわか はっぴぃ❤かむかむ 

11:00～11:30 大正琴 花みずき会 

11:30～12:00 フラダンス NA HOKU LI’ I（楽大サークル） 

12:00～13:00 ウクレレ演奏 鹿島モアナハワイアンズ（楽大サークル） 

 13:00～14:10 ウクレレ演奏 ハワイアン愛好会 

14:10～15:10 日本舞踊 社協主催・趣味づくり健康づくり教室 

15:10～15:40 おどり 潟っ娘 

15:40～16:10 キッズダンス SWEET BEEMS（楽大サークル） 

13 日(月) 
14:00～15:00 シャンソンなど 

ギターで歌おう それいゆ（楽大サークル） 
15:00～16:00 山口 修・純子 スペシャルコンサート 

15 日(水) 19:00～19:30 沖縄三線 沖縄三線教室（エイブル倶楽部） 

17 日(金) 

12:00～12:30 民 舞 東会（楽大サークル） 

13:00～15:00 吟 詠 佐賀岳誠会 錦城会 佐賀岳翠会 鹿島吟祐支部 

15:00～15:20 吟 詠 吟水会（楽大サークル） 

15:20～15:50 吟 詠 いとしの会 

18 日(土) 

10:25～11:00 よさこい、みのり太鼓 飯田保育園 

11:00～11:15 フラダンス フラ レア 

11:15～12:00 フラダンス ハワイアンフラ・サークル 

12:00～12:45 よさこい 美祐連（楽大サークル） 

12:45～14:00 太極拳 江茘鹿島太極拳クラブ 

14:00～16:30 みんなで歌う会 
童謡唱歌を歌う会、女声コーラス｢さくら｣ 

フロッグコーラス、エルマーナ、鹿島混声合唱団 

16:30～16:45 オカリナ どんぐりクラブ（楽大サークル） 

16:45～17:30 オカリナ オカリナサークル“オーロラ”（楽大サークル） 

17:30～18:10 フルート演奏 T･F フルートクラブ（楽大サークル） 

18:10～18:45 ハーモニカ演奏 鹿島ハーモニカ愛好会″ふきのとう″（楽大サークル） 

18:45～19:20 オカリナ演奏 楽しいオカリナ あんだんて 

19:20～20:00 三味線演奏 エイブル三味線クラブ（楽大サークル） 

19 日(日) 

9:40～10:00 フラダンス フラオーセブン（楽大サークル） 

10:00～10:20 エイサー エイサープラチナ隊（楽大サークル） 

10:20～10:50 社交ダンス サクラの会 

11:30～12:00 サックス演奏 サックスサウンズ（楽大サークル） 

12:00～13:30 大正琴演奏 鹿島ブルースカイ、琴野会 

13:30～14:00 二胡演奏 二胡二胡クラブ（楽大サークル） 

14:00～14:30 クラシックギター合奏 かしまギターフレンズ（楽大サークル） 

14:30～15:00 社交ダンス 有明の華 

15:00～17:00 演劇、歌とダンスのステージ 劇団ヤマト 
 

 

 

5/12(日) 5/13(月) 5/14(火) 5/15(水) 5/16(木) 5/17(金) 5/18(土) 5/19(日) 

9:00～17:00 9:00～22:00 9:00～17:00 
 

 

 

フットセラピー＆ハンドセラピー 

 
健 美 体 操 フリーマーケット (エイブル前駐車場) 

   

日  時：５月１２日(日)～５月１９日(日)エイブル開館時間内 
場  所：１階/エントランスロビー、２階/交流プラザ、３階/生活工房 
内  容：生け花、書道、水墨画、水彩画、油絵、絵手紙、陶芸、鹿島錦、写真、アクセサリー類、 

篆刻(てんこく)、裂き織物、鏝絵(こてえ)、貼り絵、グラスアート、和紙ちぎり絵、七宝焼き など 

【ホール】 

第１１回エイブル祭りプログラム 
《平成２５年度 第 1 回えいぶる事業》 

【展 示】 

※ただし 13 日(月)は図書館は休み、18 日(土)は、ホールのみ 20 時までホール発表があります。 【開館時間】 

※18 日(土)の屋外イベントは、表面をご覧ください。カレー、かき氷、わたがしもあります!! 【イベント】 

５月１２日(日) 和室 
10:00～13:00 

５月１４日(火) 和室 
13:30～15:00 

５月１8 日(土) 9:00～16:00 

小雨決行 荒天時 19 日(日)延期 

 



 



【問合先】かしま市民立楽修大学
　　　　TEL:0954-63-2138
　　　　http://www.kashima-gakushu.com/
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共演／小林智詠

沖仁コンサートスタイル
フラメンコギター2013

平成25年度　第2回えいぶる事業

一　　　般…2,000円、 楽修大学生……………… 1,500円

高校生以下…1,000円、 高校生以下の楽修大学生…500円

【 前  売  券 】※当日は各500円増し

《プレイガイド》かしま市民立楽修大学事務局（エイブル2階）、ピオ、ララベル、モリナガ鹿島店、
　　　　　　　ゆめタウン武雄、佐賀玉屋、有明スカイパークふれあい郷、佐賀市文化会館
※未就学児童の入場はご遠慮ください。無料託児あり［申込締切6月14日（金）］

4.27
発売開始

全席自由

（土）

18：30開場
19：00開演

鹿島市生涯学習センター・エイブルホール
6.22（土）2013.

お き  じ ん

ち  えい



 



かしま市民立楽修大学 

各   位                                平成 25 年５月吉日 

 H２５.４月～５月床の間コーナー 

 
 

4 月・5 月の床の間コーナーは、鹿島を代表する伝統工芸品『鹿島錦』の制作や保存・継

承に 40 年以上も携わってこられた、樋口ヨシノさんの作品をご紹介します。 

◆展示期間 平成 25 年４月５日(金)～５月３０日(木)     

◆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 
 

樋口ヨシノさんは、1916 年台湾に生まれ戦時中に鹿島へ移住。

祐徳稲荷神社に展示されていた鹿島錦の筥
は こ

迫
せ こ

に魅せられ、鹿島錦

を織り始めたのは 50 歳になってからだそうです。 

鹿島鍋島藩 9 代藩主夫人篤子
あ つ こ

様より代々受け継がれてきた鹿島

錦を永久に残そうと、1968 年に発足した鹿島錦保存会に当初か

ら参加し、伝統文化の保存・継承に努めてこられました。 

今回の展示は、樋口ヨシノさんの 40 年以上にわたる制作の集

大成として、数々の受賞作品などを展示し、郷土の誇る優美な鹿

島錦と、樋口さんの功績を次世代にも伝えていきます。  

 

  

                              

  

 

開催のご案内 

【期間詳細】 

後期：5月 10日（金）～5月 30日（木） 
※5月 30日(木)は 15：00まで 

かしま市民立楽修大学 
担当：織田・小野原 
TEL 0954-63-2138 
FAX 0954-63-3424 
mail able1@po.asunet.ne.jp 
http://www.kashima-gakushu.com/ 

樋口ヨシノさん 

●後期展示の模様 

mailto:able1@po.asunet.ne.jp

