
平成２９年４月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２９年４月１８日（火）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 

  ・鹿島市議会からのお知らせ（資料 2-1） 

   （鹿島市議会災害対策会議要綱の策定） 

 

  ・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 2-2） 

   （肥前鹿島干潟のこれからを考える「女性のワークショップ」） 

 

  ・企画財政課からのお知らせ（資料 2-3） 

   （NHK地域ドラマ「ガタの国から」 市内各所で撮影） 

 

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（資料 3-1） 

  ・一般社団法人 鹿島市観光協会（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５月定例記者会見 

５月１６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 

℡ 0954-63-2114  松丸、峰松 

資料 １ 







鹿島市議会における災害対応について

鹿島市議会災害対策会議
　組織体制：全議員

　設置場所：全員協議会室

鹿島市議会災害対策会議本部
　地震　　　　震度４以上 　組織体制：議長、副議長・議会運営委員会委員長

　風水害等　市長の判断による 　総建環常任委員会委員長

　文厚産常任委員会委員長、議会事務局職員

　設置場所：議長室

議会が収集した情報の提供

議
　
員

2017/4/18

鹿
島
市

　　鹿島市災害対策本部設置         災害状況の報告

        市からの依頼事項

その他
議長が必要と認めるもの
国・県への要望

相互の連絡

　
議
　
員

《被災情報の収集・整理》

各議員の安否確認
各議員からの居場所報告

　
自主防災組織（地域住民)と連携し、地域の実情を把握し
状況を報告する

地域の状況調査
各地域の道路災害状況、各地域での避難状況の
把握など
　

避難場所等の調査
各小学校、放課後児童クラブ、各保育所（園）
帰宅困難者避難場所、各公共施設など

災　害





肥前鹿島干潟森里川「干潟」海プロジェクト 

 

女性の視点で、ワイズユースを考えませんか？ 

肥前鹿島干潟を未来のこどもたちに残すために・・・ 

 

✿肥前鹿島干潟のこれからを考える 
女性のワークショップ✿ 

肥前鹿島干潟・有明海を使って何かをしたい、楽しいことがしたい!! 

肥前鹿島干潟のワイズユース（賢明な利用）を一緒に考えたい方、ぜひご参加ください。 

定員 10 名（応募者多数の場合は、抽選を行います） 

締め切り ５月１５日（月）必着 ※決定後通知をお送りします 

申込方法 電話、Ｆａｘ、メール、窓口直接申込 

お申込の際には、お名前、ご年齢、ご連絡先をお知らせください。 

どなたでもお気軽にご参加ください。 

問合せ先 鹿島市ラムサール条約推進協議会 

事務局 鹿島市役所 ラムサール条約推進室 

電話 0954-63-3416 Ｆａｘ 0954-62-3717 

e-mail  ramsar@city.saga-kashima.lg.jp 

 

ワークショップで頂いたご意見は、

ラムサール条約推進協議会や策定部

会に提案し、実現を目指します 

✿ 第１回 ワークショップ ✿ 

新しい“まえうみもん”を考える 

～試食モニターしてみませんか？～ 

 

日時：5/30（火）19：00～21：00 

会場：鹿島市役所第２庁舎 

（新世紀センター）２階 第１会議室 

✿ ８月以降のワークショップのテーマ ✿ 

「女性向けエコツアーを考える」 

「食のシンポジウムを成功させよう」 

「まえうみもんの販売戦略」 

・・・   

 など、年１０回開催予定 

✿ 第 2 回 ワークショップ 6 月実施予定 ✿ 

学校給食に“まえうみもん”！給食メニューを考えよう 

 

 

✿ 第 3 回 ワークショップ 7 月実施予定 ✿ 

「アジア湿地シンポジウムのおもてなし」 

11/9（木）シンポジウム参加のアジアの方々が鹿島を訪れます！ 

鹿島ならではのおもてなしを考えてみませんか？ 





広報資料 

                                                           平成２９年４月７日  

NHK 佐賀放送局 

 

         佐賀発地域ドラマ 

   ガタの国から 
制作開始のお知らせ 

 

タイとガタ（干潟）と温泉がひとつになった！ 

「タイ」と「佐賀」。２つの地域を結ぶ「国際」ドラマの制作がいよいよ４月中旬   

から始まります！舞台となるのは１３００年の歴史を誇り、「美肌の湯」として  

知られる嬉野市と「日本でいちばん干満の差が大きい有明海の干潟」が広がる   

鹿島市です。また、今回のドラマ撮影は「４K」専用のカメラで撮影を行い、高精細

の４K コンテンツにも挑戦します！ 
 

＜あらすじ＞ 

佐賀の名湯・嬉野温泉にタイのスーパーアイドルがやって来た！「がばいカッコよくない？」   

にわかに沸き立つ温泉街。しかし、老舗旅館の一人娘・未来は全く興味なし。アイドルよりも   

ムツゴロウに夢中という、ちょっと変わった女子高生なのだ。ところが、タイのアイドル    

（サムット）が現場から逃亡、偶然居合わせた未来がなぜかその片棒を担ぐことに。目指すは、  

水平線の彼方まで潮が引く日本最大の干潟（ガタ）有明海。サムットにはどうしても広大な「ガタ」

を見たい理由があった。サムットの願いを叶えようと、未来は必死に追っ手を妨害するのだが・・・。

果たして二人は迫る追っ手を振り切り、無事、ガタにたどり着くことができるのか？タイと佐賀、

言葉の通じない二人が、言葉の壁を乗り越え手に入れたものとは……！？ 

 

 

                 

                                                

       

 

 

 

 

 

お問い合わせ：NHK 佐賀放送局 企画編成部 松岡秀伸 電話 0952-28-5009 

佐賀局発 地域ドラマ 佐賀局発 地域ドラマ 

【出 演】上白石萌音、ティティ・マハーヨーターラック、甲本雅裕、高木渉、島田洋七、青柳尊哉、髙安智実 

      有森也実、哀川翔 

【放送予定】平成２９年７月１９日（水） 午後１０：００～１０：５９（５９分） BS プレミアム 

【脚 本】八津 弘幸（NHK ドラマ初脚本/代表作「半沢直樹」、「流星ワゴン」、「下町ロケット」など） 

【音 楽】羽岡 佳（代表作「後妻業の女」、「チーム・バチスタ」シリーズ、NHK ドラマ「愛おしくて」など） 

【制作統括】 髙武 慎 （NHK 佐賀放送局） 

【演 出】田島 彰洋（NHK 佐賀放送局） 

【制 作】NHK 佐賀放送局 

【収録予定】４月中旬～下旬（佐賀県嬉野市、鹿島市） 

【ホームページ】http://www.nhk.or.jp/saga/saga_drama/ 

 

 

 

 



報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（4月）
１／２ 枚

№1

日時 ４月２５日（火）９：００～ 場所 道の駅「鹿島」

件名 第２５回潟開き

内容 干潟体験シーズンの安全祈願、アトラクションなど

問合先 七浦公民館 電話 ０９５４－６２－８３２５

№2

日時 ４月１５日（土）～５月５日（金・祝） 場所 祐徳稲荷神社　大駐車場

件名 春の祐徳植木市

内容 庭木、花木、盆栽、苗などの販売。せり売り大会（４月２２日（土）、５月３日（水・祝））

問合先 一般社団法人　鹿島市観光協会 電話 ０９５４－６２－３９４２

№3

日時 ４月２９日（土・祝）８：３０から受付 場所 祐徳稲荷神社外苑

件名 祐徳つつじまつりスケッチ大会　対象：園児、小中高生、一般　参加費無料

内容

問合先 一般社団法人　鹿島市観光協会 電話 ０９５４－６２－３９４２

№4

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№5

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

～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（5月）
２／２ 枚

№1

日時 ５月２日（土）　１１時～ 場所 奥平谷キャンプ場

件名 奥平谷キャンプ場　山開き式

内容 キャンプ期間中の安全祈願

問合先 商工観光課 電話 ０９５４－６３－３４１２

№2

日時 ５月９日（火）～１４日（日） 場所 鹿島市生涯学習センターエイブル　市民会館

件名 第１５回エイブル祭り

内容 科学体験や演奏・ダンスの披露、アート作品の展示など多彩なイベントを開催

問合先 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 電話 ０９５４－６３－２１３８

№3

日時 ５月１３日（土）　９時から受付 場所 酒蔵通りを中心とした浜町周辺

件名 肥前浜宿スケッチ大会　対象：園児、小中高生、一般　参加費無料

内容 肥前浜宿スケッチ大会を開催。情緒あふれる国の重伝建地区を存分に描きます。

問合先 NPO法人　肥前浜宿水とまちなみの会 電話 ０９５４－６９－８００４

№4

日時 ５月２１日（日） 場所 鹿島市陸上競技場

件名 第６３回鹿島市民体育大会

内容

問合先 鹿島市体育協会 電話 ０９５４－６２－３３７９

№5

日時 ５月２６日（金）　１０：００～ 場所 生涯学習センター　エイブル

件名 鹿島市戦没者追悼式

内容 １０時１０分頃にサイレンが鳴ります

問合先 福祉課社会福祉係 電話 ０９５４－６３－２１１９

～1 ～



 

 

４月定例記者会見チラシ類 
 

１．平成２９年度 第１回えいぶる事業 

第１５回エイブル祭り 
 

２．平成２９年度 第３回えいぶる事業 

    ～九州ツアー 2017～ 

 サキソフォビア JAZZ コンサート 
 

３．えいぶる講座 

・涼を楽しむお茶の時間 
・鹿島の味めぐり教室 

 

４．一日図書館職員＆ 

子ども図書館サポーター募集 

 

５．としょかんビンゴ 
 

６．自分でアレンジ！ 鹿島市民図書館オリジナル 

   読 書 手 帖 

資料 3-1 
























