
平成２８年１１月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２８年１１月１６日（水）１３時３０分～ 

場 所 市役所 ３階 庁議室 

 

１．開  会 

 

 

２．市からのお知らせ 

  ・生涯学習課からのお知らせ（６５歳 盛年のつどいについて） 

  ・市議会からのお知らせ（議会報告会について） 

  ・産業支援課からのお知らせ（鹿島市特産品まつりについて） 

    

 

 

３．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

 

４．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 

 

 

 

５．記者との意見交換 

 

 

７．閉  会 

 

 

 

 

 

次回は１２月議会前記者会見 

１１月３０日（水）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 
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主な行事予定（11月）
１/４ 枚

№1

日時 １１月２３日（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

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

№2

日時 １１月２３日（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 もちつき、農水産物販売、わらじ制作実演、手すきのり体験、園児の出し物など

問合先 七浦公民館 電話 ０９５４－６２－８３２５

№3

日時 １１月２７日（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 雨天決行、７区間１５Ｋｍ　参加費：１チーム　３，０００円

問合先 能古見地区体育協会事務局 電話 ０９５４－６２－３３７３

№4

日時 １１月２７日（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２０１６

内容 よかもんマーケット、防災関連物品の展示、豚汁ふるまい

問合先 実行委員会（社会福祉協議会内） 電話 ０９５４－６２－２４４７

№5

日時 １１月２７日（日）　１０時３０分～ 場所 市役所前駐車場

件名 認知症声かけ体験

内容 認知症の人などで困っているお年寄りに声かけをする体験です

問合先 地域包括支援センター 電話 ０９５４－６３－２１６０



内容 祐徳門前商店街で５００円購入につき、１枚の抽選補助券を発行。３枚で１回抽選

問合先 ＹＯＵ－ＴＯＫＵ庵 電話 ０８０－１５３２－３２４０

№5

日時 １２月８日（木） 場所 一瀬商店（立花屋前）

件名 ＹＯＵ　♡　得　ガラポン抽選会　（抽選券発行21時まで。抽選10時～21時）

内容 特産品の即売および展示、伝統工芸品制作実演、大当たり抽選会

問合先 協議会事務局（田雑商店内） 電話 ０９５４－６３－２６０１

№4

日時 １２月７日（水）～８日（木） 場所 祐徳稲荷神社参集殿

件名 鹿島市特産品まつり　　お火たきに合わせて開催

内容 「バルーン係留飛行体験」「ドライブシュミレーション体験」もやってくる！

問合先 古枝公民館 電話 ０９５４－６２－２７４９

№3

日時 １２月４日（日） 場所 古枝公民館、林業体育館、祐徳グラウンド

件名 古枝ふれあいまつり（園児和太鼓、木工教室、直売、抽選会）

内容 式典、記念講演、アトラクション（歌、踊りなど）　新たな節目。門出を祝う

問合先 生涯学習課 電話 ０９５４－６３－２１２５

№2

日時 １２月４日（日）　１３：３０～ 場所 エイブルホール

件名 平成28年度　「６５歳　盛年の集い」

内容 開会、会議録署名議員指名、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

№1

日時 １２月２日（金）　 場所 議場

件名 市議会１２月定例会
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内容 委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№10

日時 １２月２２日（木） 場所 議場

件名 市議会１２月定例会　閉会日

内容 鹿島高校吹奏楽部演奏会、学習成果発表、高校生レストラン、商品販売、模擬店

問合先 鹿島実業高等学校 電話 ０９５４－６３－３１２６

№9

日時 １２月１７日（土）　９時３０分～ 場所 鹿島実業高校

件名 鹿実フェア　（生徒たちの日ごろ学習成果発表会、各種イベント）

内容 一般質問

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№8

日時 １２月１５日・１６日・１９日 場所 議場

件名 市議会１２月定例会　

内容 介護についての日ごろの思いや悩みを話してみませんか？

問合先 地域包括支援センター 電話 ０９５４－６３－２１６０

№7

日時 １２月１４日（水）　１３：３０～ 場所 エイブル２階　和室

件名 介護のつどい

内容 委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№6

日時 １２月８日（木）・９日（金） 場所 議場

件名 市議会１２月定例会　
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内容

問合先 電話

№15

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№14

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№13

日時 場所

件名

内容

問合先 総務課防災係 電話 ０９５４－６３－２１１２

№12

日時 １２月２８日（水）～３０日（金） 場所 市内一円

件名 鹿島市消防団年末警戒

内容 内臓の活性化や認知症予防ができる食事について楽しく、おいしく学びます。

問合先 地域包括支援センター 電話 ０９５４－６３－２１６０

№11

日時 １２月２７日（火）　９時３０分～ 場所 エイブル２階　調理室

件名 クッキングサロンで楽しく、おいしく介護予防　　（参加費５００円）
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