
平成３０年２月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成３０年２月１４日（水）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 

・生涯学習課からのお知らせ 

 （第 32回「鹿島市みんなの集い」について）：資料 2-1 

 （「囲碁サミット 2018in鹿島」及び「第 44期天元戦 5番勝負第 3局」の 

開催について）：資料 2-2 

   （第 67回公認鹿島祐徳ロードレース大会について）：資料 2-3 

 

  ・保険健康課 

 （母子健康手帳アプリの導入について）：資料 2-4 

 

４．団体等からのお知らせ 

  ・KASHIMAにぎわいフェスティバル実行委員会からのお知らせ（資料 3-1） 

・鹿島市民立生涯学習・文化振興財団からのお知らせ（資料 3-2） 

     

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

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１９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 

℡ 0954-63-2114  松丸、峰松 

資料 １ 



























 

 

２月定例記者会見チラシ類 
 

 

第 11 回えいぶる事業 東日本大震災復興支援映画 

１．MARCH 上映会＆ちょんまげ隊長ツンさんの 
被災地報告会 

 

    第 12 回えいぶる事業 

２．Sing a Song（シング ァ ソング） 
 

鹿島の自然と歴史散策ツアー 

３．肥前鹿島干潟と肥前浜宿を巡るツアー 

 

えいぶる・市民図書館・公民館連携 

４．かしま再発見～能古見～ 

 

 

５．市民図書館 プレゼントクイズ 
 

６．ミヤザキケンスケさん 

講演会＆ワークショップ 

 

    

資料 ３-2 







 

 

 

 

 

戸田 恵子さん 

鳥山 昌克さん 

大和田 獏さん 

髙橋 洋介さん 

岡本 篤さん 

藤澤 志帆さん 





床の間コーナー 1 月・２月・３月展示 

 

 

 

 

 

［期間］ 201８年１月４日(木) ～ 3 月 30 日(金)16:00 まで  

    第１期：１/４（木）～1/28（日） 第２期：1/30（火）～2/25（日） 第３期：2/27（火）～3/30（金） 

［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 

     鹿島市民図書館 地域資料コーナー 

     能古見公民館・のごみふれあい楽習館 ロビー 
 
［主催］ 一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 

［協力］ 能古見公民館 

  

 １～３月の床の間コーナーは、鹿島の６地区ごとにその歴史・文化・人物等を紹介する「か

しま再発見」展の第 3回目として、能古見地区の展示を行います。 

能古見地区には、中川水系・黒川水系（浅浦筋）・石木津川水系（山浦筋）の３つがあり、

地域に豊かな実りをもたらしてきました。能古見という地名は奈良時代

に作られた「風土記」に登場する「能美郷」に由来する鹿島で最も古い

地名です。時代によって領域や表記を変え、ようやく明治 22年(1889)

の能古見村成立で、私達が知る能古見地区の枠組みが固まったのです。 

 今回は、第１期「中川水系流域」、第２期「黒川・石木津川水系流域」

の歩みを物語る史料を展示し、第３期は「鹿島最初の“図書館”として

地域の知性を支えてきた滴水文庫（福源寺）」を紹介します。能古見地

区の方々や社寺にご協力いただき、ふだん見ることのできない貴重な史

料をご覧いただけます。同時に、能古見探訪マップも作成しております

ので、マップ片手に、能古見を再発見してみてください。   

 

 

 

 

 

〈エイブル・鹿島市民図書館・公民館連携〉 

かしま再発見 ～能古見編～ 

一般財団法人 

 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 

エイブル事務局 木村・梶山 

鹿島市民図書館 高橋 

TEL/0954-63-2138 

FAX/0954-63-3424 

 

 

 

 

 

◆◆ギャラリートークを２回開催します◆◆ 

日時  ２月 1８日（日）１０時～       ３月 2５日(日)14時～ 

場所    エイブル ３階・研修室       エイブル３階・研修室 

講師  佐賀県立博物館・美術館                  福源寺住職    田中浩樹 さん  

副館長  福井尚寿さん            福源寺総代   馬場喜彦 さん  

テーマ 「能古見が生んだ天下の画家            鹿島市民図書館 高橋研一 （学芸員）  

    雲谷等顔について」     「地域史料の継承の取り組み」 

最も古い能古見の表

記(『肥前風土記』) 



床の間コーナー 1 月・２月・３月展示 

 

 

 

 

 

〈エイブル・鹿島市民図書館・公民館連携〉 

かしま再発見 ～能古見編～ 

浅浦嬉野氏の祖 嬉野元可 嬉野家菩提寺元光寺 

久山存泰肖像 

深江家建立の 

享保大飢饉の供養塔 

展示風景 



 

応募対象者：●中学生以上（大人の方も応募できます） 

       ●図書館までプレゼントを取りに来られる方。 

      ※プレゼントの配布は 3月 28日（水）までです。 

3月 28日でプレゼントの配布は終了します。 

当選者発表：3月 1日（木）に当選者の方のペンネームを図書館内に掲示い

たします。応募者多数の場合は、抽選となります。 

注意!! 応募は１人１枚。２枚以上の応募は無効となります。 

Ａ シンシン Ｂ シュンシュン Ｃ シャンシャン 

2 応募期間：平成 30年    月    日（金）～   月      日（水） 

応募方法：鹿島市民図書館にある応募用紙にお名前、電話番

号、ペンネーム、図書館カード番号、クイズの答えを記入

して図書館内にある応募箱に入れてください。 

2 2 

 
  

 

 

2 

鹿島市民図書館 TEL:０９５４-６３-４３４３ 

2017年、上野動物園にジャイアントパンダの赤ちゃんが誕生しました。 

その赤ちゃんパンダの名前は何でしょうか？ 

1 
クイズ正解者の中から抽選で雑誌のふろくをプレゼント 



ミヤザキケンスケ

３月１８日（日）
13:30~15:30

日程・場所

▶ プロフィール
1978年佐賀市生まれ。筑波大学修士
課程芸術研究科を修了後、ロンドンへ
渡りアート制作を開始。Supper Happy
をテーマに、見た瞬間に幸せになれる
作品制作をしている。
現在世界中で壁画を残す活動「 Over 
the Wall 」を主催し、2017年はUNHCR
協力のもと、ウクライナのマリウポリ市
に国内難民のための壁画を制作した。

鹿島市民図書館

対象・定員

鹿島市生涯学習センター「エイブル」
3階 研修室

講演会＆ワークショップ

小学校高学年から
一般の方 60名

申し込み２月１８日(日)9:30より

TEL. 0954-63-4343(図書館カウンターでも可)

さん

第1部：講演会

第2部：ワークショップ

第2部のワークショップでは絵を描き
ますので、クレヨンを持参してくださ
い。第1部のみの参加も可能。



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

№5

日時 ２月２７日（火）　１０：００～ 場所 議場

件名 市議会３月定例会

内容 相生通りが歩行者天国になる。ジビエ料理や日本酒の店、物販

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№4

日時 ２月２５日（日）　１１：００～１８：００ 場所 相生通り（鹿島市西牟田区）

件名 KASHIMAにぎわいフェスティバル

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

№3

日時 ２月２５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 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

№2

日時 ２月２３日（金）　１０：００～ 場所 議場

件名 市議会３月定例会　開会

内容 花見の名所「旭ヶ岡公園」の桜の保存と育成を目的に、桜の木を毎年植樹しています。

問合先 保存会事務局（鹿島青年会議所内） 電話 ０９５４－６２－５６５６

№1

日時 ２月１８日（日）１０：００～ 場所 旭ヶ岡公園

件名 鹿島市桜樹保存会　植樹祭

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）
１/４ 枚



報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（3月）
２/４ 枚

№1

日時 ３月　１日（木） 場所 鹿島高校・鹿島実高

件名 市内高校　卒業式

内容 鹿島高（９：３０～）、鹿島実高（１０：００～）

問合先 電話

№2

日時 ３月３日（土）１３：３０～１６：００ 場所 新世紀センター２階会議室

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 肥前鹿島、東よか、荒尾の３つの干潟で有明海を守る活動をしている人たちの意見交換及び交流会

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～６日、８日～９日、１２日～１３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

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№4

日時 ３月１１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「笑顔満開！明日も元気に」、医学講座、踊り・コーラスなどのステージ発表など

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

№5

日時 ３月１５日・１６日・１９日 場所 議場

件名 ３月市議会定例会　一般質問

内容

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４



内容 新酒の試飲・販売、日本酒ＢＡＲ、スタンプラリーなど

問合先 鹿島市観光協会 電話 ０９５４－６２－３９４２

№10

日時 ３月２４日（土）・２５日（日） 場所 肥前浜宿など

件名 鹿島酒蔵ツーリズム®２０１８

内容 地元発酵食品の試食・試飲販売、地元農海産物の販売、高校生ショップなど

問合先 鹿島商工会議所 電話 ０９５４－６３－３２３１

№9

日時 ３月２４日（土）・２５日（日） 場所 中心市街地

件名 発酵まつりと鹿島おまつり市

内容 全国の酒と鹿島の地酒の飲み比べ、合同蔵開き、郷土芸能など多彩なイベント開催

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

№8

日時 ３月２４日（土）・２５日（日） 場所 肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

件名 肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり

内容 ラムサール条約登録湿地「肥前鹿島干潟」と「肥前浜宿」を巡る。ガイド役は干潟案内人。定員20人

問合先 環境下水道課ラムサール条約推進室 電話 ０９５４－６３－３４１６

№7

日時 ３月２１日（祝）　９：００～１２：００ 場所 肥前鹿島干潟と肥前浜宿

件名 「肥前鹿島干潟」と「肥前浜宿」を巡るモデルツアー

内容 今年は瀬戸市有林内に、モミジ、クヌギ、ケヤキなど、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

№6

日時 ３月１７日（土）　９：００～ 場所 瀬戸市有林内（古枝）：集合場所は市役所

件名 海の森　植樹祭

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（3月）
３/４ 枚



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 委員会審査報告、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

№13

日時 ３月２３日（金）１０：００～ 場所 議場

件名 市議会３月定例会閉会

内容 佐賀県三大桜の名所、夜桜ボンボリ、露店　など

問合先 商工観光課 電話 ０９５４－６３－３４１２

№12

日時 ３月２４日（土）～４月４日（水） 場所 旭ヶ岡公園

件名 旭ヶ岡公園桜まつり

内容 地酒販売、太鼓演奏、クラッシックカーの展示など

問合先 ＹＯＵ-ＴＯＫＵ庵 電話 ０８０－１５３２－３２４０

№11

日時 ３月２４日（土）・２５日（日） 場所 祐徳門前

件名 祐徳門前春まつり

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（3月）
４/４ 枚


