
平成２９年２月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２９年２月１７日（金）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 

 （資料 2-1）生涯学習課からのお知らせ（みんなの集いについて） 

 （資料 2-2）道の駅鹿島干潟交流館建設に向けた交付金活性化計画を 

策定しました 

環境下水道課ラムサール条約推進室からのお知らせ 

   （資料 2-3）有明海肥前鹿島干潟 クリーンアップ作戦の実施について 

（資料 2-4）新籠海岸見晴らし台望遠鏡等設置除幕式について 

 

 

４．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

５．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 

 

 

６．記者との意見交換 

 

 

７．閉  会 

 

 

 

次回は３月議会前記者会見 

２月２１日（火）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 

℡63-2114  田中、峰松 

資料 １ 

















報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（2月）
１/５ 枚

№1

日時 ２月１９日（日）　１３：００～ 場所 市民会館ホール

件名 鹿島市環境衛生推進協議会講演会　「かしまの環境と暮らし」～つなげよう明日へ～

内容 家庭から出る生ゴミを堆肥化して環境に負荷をかけないよう考える講演会

問合先 環境下水道課環境係 電話 ０９５４－６３－３４１６

№2

日時 ２月２１日（火）　１３：３０～ 場所 市役所３階　庁議室

件名 ３月議会前記者会見

内容

問合先 企画財政課秘書広報係 電話 ０９５４－６３－２１１４

№3

日時 ２月２４日（金）　１０：００～ 場所 議場

件名 市議会３月定例会　開会

内容 開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№4

日時 ２月２６日（日） 場所 祐徳稲荷神社参道

件名 公認鹿島祐徳ロードレース大会

内容 10Km（公認）10時、2Km（小学生）11時15分、ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ12時00分、3Km（中学生）12時15分

問合先 鹿島市体育協会 電話 ０９５４－６２－３３７９

№5

日時 ２月２８日（火）　１０：００～ 場所 議場

件名 市議会３月定例会

内容 議案審議、質疑、討論、採決

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４



内容

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№5

日時 ３月８日～１０日、１３日～１４日 場所 全員協議会室

件名 新年度予算審査特別委員会

内容 肥前鹿島、東よか、荒尾の３つの干潟で有明海を守る人が鹿島に集まります

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 ３月５日　１３：３０～ 場所 エイブル３階研修室

件名 前海を考えるシンポジウム～有明海ラムサール条約湿地交流会～

内容 世界湿地の日（2月2日）にちなみ、水辺環境の清掃活動を実施。望遠鏡等の除幕式も実施

問合先 環境下水道課ラムサール条約推進室 電話 ０９５４－６３－３４１６

№3

日時 ３月　５日（日）　８：００～ 場所 新籠海岸及び市内

件名 肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦・新籠海岸見晴らし台望遠鏡等設置除幕式

内容 議案審議、質疑、討論、採決

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№2

日時 ３月　２日（木）　１０：００～ 場所 議場

件名 ３月議会定例会

内容 鹿島高（９：３０～）、鹿島実高（１０：００～）

問合先 電話

№1

日時 ３月　１日（水） 場所 鹿島高校・鹿島実高

件名 市内高校　卒業式
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主な行事予定（3月）
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№6

日時 ３月１１日（土）　９：３０～ 場所 肥前鹿島干潟周辺（集合は北鹿島公民館）

件名 ２０１７　北鹿島　ゆっつら～とウォーク　（豚汁やおみやげもあります）

内容 肥前鹿島干潟の見学や野鳥観察をしながらゆっつらーと歩きます

問合先 北鹿島公民館 電話 ０９５４－６２－２０１４

№7

日時 ３月１１日（土）　９：００～ 場所 大谷森林公園（山浦区内）

件名 海の森　植樹祭

内容 今年は大谷森林公園内に、カエデ、クヌギなど、約１,２００本の広葉樹を植樹します

問合先 農林水産課　農山漁村係 電話 ０９５４－６３－３４１３

№8

日時 ３月１１日（土）　１０：００～ 場所 産業活性化施設　海道しるべ

件名 有明海の生き物を美味しく食すには～くらげ編～　ワークショップ　　参加費：無料

内容 ビゼンクラゲの新しい食べ方について、ワークショックを開催します

問合先 エイブル事務局 電話 ０９５４－６３－２１３８

№9

日時 ３月１２日（日）　９：３０～ 場所 鹿島市民会館およびその周辺

件名 鹿島市みんなの集い

内容 記念講演「和食で健康生き生き人生」、医学講座、子どもバルーン係留飛行体験など

問合先 鹿島市みんなの集い実行委員会（市生涯学習課内） 電話 ０９５４－６３－２１２５

№10

日時 ３月１６日・１７日・２１日 場所 議場

件名 ３月市議会定例会　一般質問

内容 １７日は１３：００～

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４
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№11

日時 ３月１８日（土）　９：３０～ 場所 桜の里公園（白石町）まで往復

件名 山あり・谷あり　のんびら～とウォーキング

内容 参加費：５００円（軽食付き）　春を見つけに、健康づくりに

問合先 鹿島公民館・能古見公民館 電話 鹿島公民館(63-2109) 能古見公民館(62-3373)

№12

日時 ３月１８日（土）　９：３０～ 場所 西葉～母ケ浦～塩屋～音成

件名 七浦道（とんさん道）を一緒に歩きませんか？

内容 多良海道の脇街道を踏破します！歴史に関心がある人はぜひ。ｽﾀｰﾄ、ｺﾞｰﾙは道の駅鹿島

問合先 七浦公民館 電話 ０９５４－６２－８３２５

№13

日時 ３月１５日（水）　１３：３０～ 場所 庁議室

件名 ３月定例記者会見

内容

問合先 企画財政課　秘書広報係 電話 ０９５４－６３－２１１４

№14

日時 ３月２５日（土）・２６日（日） 場所 肥前浜宿酒蔵通り、庄金

件名 肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり

内容 酒の神様感謝まつり、合同蔵開き、郷土芸能など大勢の人で賑わいます

問合先 肥前浜宿花と酒（咲け）まつり実行委員会 電話 ０９５４－６９－８００４

№15

日時 ３月２５日（土）・２６日（日） 場所 中心市街地

件名 発酵まつり

内容 特製おつまみの限定販売と鹿島の発酵食品の試食・販売など

問合先 鹿島商工会議所 電話 ０９５４－６３－３２３１
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№16

日時 ３月２５日（土）・２６日（日） 場所 中心市街地

件名 発酵まつり

内容 特製おつまみの限定販売と鹿島の発酵食品の試食・販売など

問合先 鹿島商工会議所 電話 ０９５４－６３－３２３１

№17

日時 ３月２５日（土）・２６日（日） 場所 稲荷通り

件名 鹿島おまつり市

内容 新鮮地元農産物・海産物の販売、ゆ～ゆんさがん酒呑みくらべなど

問合先 鹿島市産業連携活性化協議会 電話 ０９５４－６３－３４１１

№18

日時 ３月２５日（土）・２６日（日） 場所 肥前浜宿

件名 鹿島酒蔵ツーリズム®２０１７

内容 新酒の試飲・販売、酒蔵スイーツ販売、日本酒ＢＡＲなど

問合先 鹿島市観光協会 電話 ０９５４－６０－５１４５

№19

日時 ３月２９日（水）　１５：００～ 場所 エイブル３階　研修室

件名 「プロジェクト未来遺産２０１６」登録記念イベント

内容 肥前浜宿への登録証伝達式と記念イベントとして座談会を開催します

問合先 肥前浜宿水とまちなみの会 電話 ０９５４－６９－８００４

№20

日時 場所

件名

内容

問合先 電話
















