
平成３０年１１月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成３０年１１月１３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 

・総務課からのお知らせ 

 （新市民会館について） 

・企画財政課からのお知らせ 

 （「地方創生と佐賀県の実情について」講演を実施）（資料 2-1） 

 （スタンフォード大学の学生・教員が鹿島市を訪問）（資料 2-2） 

・商工観光課からのお知らせ 

 （市内周遊バスの実証実験について）（資料 2-3） 

 

４．団体等からのお知らせ 

  ・能古見地区体育協会からのお知らせ（資料 3-1） 

  ・鹿島市地場産業振興協議会からのお知らせ（資料 3-2） 

・鹿島市民立生涯学習・文化振興財団からのお知らせ（資料 3-3） 

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

６．閉  会 

 

 

 

次回は１２月議会前記者会見 

１１月２６日（月）１０時００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 









実証実験の説明

観光情報提供機能を有する循環バスの試行運行
・ 運 行 日 ：
実証実験期間中の土曜日、日曜日、月曜日

(地域住民の日常的な利用を想定して月曜日にも運行)
・運行車両：
マイクロバス（定員22人以下）を想定
状況に応じて車両の変更

・ 対 象 者 ：
訪日外国人観光客,国内観光客,地域住民

・運行時間：
10時～17時台

・運行ルート：
道の駅「鹿島」→肥前浜宿→祐徳稲荷神社→
肥前浜宿→道の駅「鹿島」→肥前浜宿・・・

・運行頻度 :
道の駅「鹿島」→肥前浜宿→祐徳稲荷神社、
祐徳稲荷神社→肥前浜宿→道の駅「鹿島」を５便
ずつ

・バス車内での観光情報の提供
バスの車内にて、市内の観光情報を提供するため、
パンフレット等を設置する。

・運行ルート

・運行日

１２月：１日～３日、７日～１０日、１５日～１７日、２２日～２４日、２９日～３０日
１月：７日～８日、１２日～１４日、１９日～２１日、２６日～２８日 計２６日



１便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便

道の駅鹿島 10100 11105 12100 13115 16100 17105

肥前浜宿
（浜大橋バス停）

10107 11112 12107 13122 16107 －

ＪＲ肥前浜駅到着列車 10108(下) －
12107(下)
浜駅止まり

13128(下)
16107(下)
浜駅止まり

17121(下)

17130(上)

ＪＲ肥前浜駅（着） 10110 11115 12110 13125 16110 17115

ＪＲ肥前浜駅（発） 10115 11120 12115 13130 16115

ＪＲ肥前浜駅出発列車 10113(下) － 12118(上) 13128(下) 16118(上)
17121(下)

17130(上)

肥前浜宿
（大村方バス停）

10120 11125 12120 13135 16120 －

祐徳稲荷神社 10125 11130 12125 13140 16125 －

時刻表（修正版）

・時刻表（道の駅⇒祐徳稲荷神社）



１便 ２便 ３便 ４便 ５便

祐徳稲荷神社 10130 11135 12135 14115 16130

肥前浜宿
（大村方バス停）

10135 11140 12140 14120 16135

ＪＲ肥前浜駅到着列車

ＪＲ肥前浜駅（着） 10137 11145 12145 14125 16140

ＪＲ肥前浜駅（発） 10140 14130

ＪＲ肥前浜駅出発列車 10156(上) 14128(上)

肥前浜宿
（浜大橋バス停）

10143 11148 12148 14133 16143

道の駅鹿島 10150 11155 12155 14140 16150

・時刻表（祐徳稲荷神社⇒道の駅「鹿島」）













  

 鹿島市と NHK佐賀放送局では、「民謡をたずねて」の公開収録を実施します。 

この番組は、日本を代表する民謡歌手が、地元をはじめ全国各地の民謡の魅力を 

たっぷりと紹介する番組です。観覧をご希望の方は、下記の要領でお申し込みく 

ださい。 

公開収録 観覧者募集！ 

放送予定 平成３１年２月２日（土）、２月９日（土）、２月 16日（土） 
いずれも午後０時 30分～０時 55分＜ラジオ第１・ＦＭ・国際＞ 

問い合わせ ◆鹿島市生涯学習センター・エイブル事務局 電話 0954-63-2138 
◎月曜休館（月曜が祝日の場合は翌日が休館）（平日 午前 9 時～午後 10時 土･日･祝 午前 9時～午後 5 時） 

◆NHK佐賀放送局  電話 0952-28-5000（平日 午前 9時 30分～午後 6時 30分） 
 

注意事項 ※未就学児の入場・同伴はできません。 

※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、 

落選の方には落選通知を、12月 3日（月）頃発送します。 

※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。 

※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。 

紙・シール等の貼り付け、修正液のご使用もご遠慮ください。 

※インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申し込みであると 

判明した場合は抽選対象外とします。また、売買が確認された場合は入場をお断りします。 

【往信面】 【返信面】 

往信 

鹿島市大字納富分 

   2700番地 1 

鹿島市生涯学習 

ｾﾝﾀｰ･ｴｲﾌﾞﾙ２階 

〒849-1312 

山 

折 

り 

この面には何も
記入しないで 
ください。 

返信 

（申し込む方の） 

①郵便番号 

②住所 

③氏名 

（申し込む方の） 

①郵便番号 

②住所 

③氏名 

④電話番号 

谷 

折 

り 

ＮＨＫラジオ番組 

日 時 平成３０年１２月１４日（金） 
午後６時３０分～午後８時３０分 
（開場／午後６時） 

会 場 鹿島市生涯学習センター エイブルホール 

    （佐賀県鹿島市大字納富分 2700-1） 

主 催 鹿島市、ＮＨＫ佐賀放送局 

出 演〈歌 手〉鎌田 英一、渕 英詔、須藤 圭子、 

武花 千草、有田 伊津美、平山 美里 

〈三味線〉二代目 藤本 琇丈、藤本 秀統 

〈津軽三味線〉椿 正範 〈尺八・笛〉篁 竜男 

〈鳴物〉美波 駒和美、美波 駒旵美 

〈はやし詞〉西田 美和、西田 和美 

司 会 後藤 康之アナウンサー（ＮＨＫ佐賀放送局） 

応募方法 
入場は無料ですが、入場整理券が必要です。 
郵便往復はがき（私製を除く）の「往信用裏面」に、①郵便番号 ②住所 ③名前 ④電話番号を 
「返信用表面」に、①郵便番号 ②住所 ③名前を明記してお申し込みください。 

鎌田 英一 渕 英詔 

武花 千草 有田 伊津美 平山 美里 

須藤 圭子 

締め切り 

１１月２２日（木） 

〈必 着〉 

ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のほか、NHKでは受信料のお願いに使用させていただくことがあります。 



 

がやってくる！ 

鹿島市民図書館１００周年☆図書館のクリスマス会 
かしましみんとしょかん しゅうねん としょかん かい 

人形劇団 
にんぎょうげきだん 

問
と

い合
あ

わせ：鹿島市民図書館
か し ま し み ん と し ょ か ん

 0954-63-4343 

１２/２３（日） 午後２時～３時 
にち じ ごご じ 

エイブル１階いきいきルーム 
（保健センター内） 

かい 

ほけん ない 

プログラム 

人形劇（内容はお楽しみ☆） 

手あそび 

にんぎょうげき ないよう たの 

て 

子
こ

ども図書館
と し ょ か ん

サポーターのお兄
にい

ちゃん

お姉
ねえ

ちゃん手づくりのプレゼントもあ

るよ
  

♥ 

サンタさんも 

やってくる！ 

入場無料
にゅうじょうむりょう

 

申込
も う し こ

み不要
ふ よ う

 

https://3.bp.blogspot.com/-IcF7ZtndJzw/UZ2VKpEO9pI/AAAAAAAATwY/RrwuIs30HVg/s800/sankaku_garland1.png
https://3.bp.blogspot.com/-IcF7ZtndJzw/UZ2VKpEO9pI/AAAAAAAATwY/RrwuIs30HVg/s800/sankaku_garland1.png
https://3.bp.blogspot.com/-NQOX1jbSBMk/VIKmxFO85nI/AAAAAAAApX0/PLuwfeIqCWE/s800/christmas_bell_corner.png
https://4.bp.blogspot.com/-g5ONFzGd9NI/UZYlXTJMqKI/AAAAAAAATNo/1fo6O6SDutE/s800/christmas_presents.png
https://3.bp.blogspot.com/-zmxsZ6R7Qn4/VkqPNFfwf6I/AAAAAAAA0hQ/ZI9TCitkswU/s800/christmas_ornament15_matsubokkuri.png
https://1.bp.blogspot.com/-1fOt-JIHWAc/VkqPL9UfLrI/AAAAAAAA0go/cJF-6OZuv_E/s800/christmas_ornament08_sock.png
https://3.bp.blogspot.com/-k951-BtLqeM/VkqPLZs5YpI/AAAAAAAA0gU/CYGMikZNdf8/s800/christmas_ornament05_present.png
https://2.bp.blogspot.com/-A8G_wRphIAI/VkqPLZ1vxPI/AAAAAAAA0gY/8ep7e9fxqwY/s800/christmas_ornament06_present.png
https://3.bp.blogspot.com/-N_u6kg2jKmk/VkqPNYvgX7I/AAAAAAAA0hY/_7RL3VdseVs/s800/christmas_ornament16_tonakai.png
https://2.bp.blogspot.com/-K9tQz2bcm5s/VkqPMT9xC4I/AAAAAAAA0g4/yj6BAMj_5cs/s800/christmas_ornament11_star.png
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№1

日時 １１月１８日（日）　　１０時～ 場所 中木庭ダムやまびこ広場周辺

件名 晩秋の中木庭ダムフェスタ　ｉｎ　のごみ　　同時開催　能古見木工まつり

内容 佐賀牛を味わいながら　銘酒「能古見」を試飲しよう！

問合先 のごみふれあい楽習館 電話 ０９５４－６２－３３７３

№2

日時 １１月２３（金・祝）　１０時～１４時 場所 道の駅鹿島

件名 七浦の里　大収穫祭　　

内容 もちつき、農水産物販売、手すきのり体験、園児の出し物、お楽しみ抽選会など

問合先 七浦公民館 電話 ０９５４－６２－８３２５

№3

日時 １１月２２日（木）～２３日（金・祝） 場所 エイブルほか

件名 囲碁サミット２０１８in鹿島　　同時開催　第４４期天元戦第３局

内容 講演、パネルディスカッション、子ども囲碁教室、交流会に国民栄誉賞の井山裕太天元も参加

問合先 鹿島市教育委員会　生涯学習課 電話 ０９５４－６３－２１２９

№4

日時 １１月２４（土）　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 ０９０－７３９２－９２６６

№5

日時 １１月２５（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、６区間１１．５Ｋｍ　参加費：１チーム（10人以内）　４，０００円

問合先 能古見地区体育協会事務局 電話 ０９５４－６２－３３７３



内容

問合先 電話

№5

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№4

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№3

日時 場所

件名

内容

問合先 電話

№2

日時 場所

件名

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 １１月３０日（金）　 場所 議場

件名 市議会１２月定例会
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内容 一般質問

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№10

日時 １２月１３日（木）～１４日（金）、１８日（火） 場所 議場

件名 市議会１２月定例会　

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

問合先 生涯学習課 電話 ０９５４－６３－２１２５

№9

日時 １２月９日（日）　１３：３０～ 場所 エイブルホール

件名 第２７回　「６５歳　盛年の集い」

内容 特産品の即売および展示、伝統工芸品制作実演、ガラポン抽選会　など

問合先 鹿島市地場産業振興協議会事務局（田雑商店内） 電話 ０９５４－６３－２６０１

№8

日時 １２月７日（金）～９日（日） 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 議案審議、質疑、討論、採決

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№7

日時 １２月６日（木）・７日（金） 場所 議場

件名 市議会１２月定例会　

内容 日本文学者のロバートキャンベルさんの講演会　無料　申込必要※整理券を配布します

問合先 市民図書館 電話 ０９５４－６３－４３４３

№6

日時 １２月１日（土）１３：００～ 場所 エイブルホール

件名 図書館100周年・鹿島市明治維新150年記念　ロバート　キャンベルさん講演会
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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 総務課防災係 電話 ０９５４－６３－２１１２

№13

日時 １２月２８日（金）～３０日（日） 場所 市内一円

件名 鹿島市消防団年末警戒

内容 委員会報告、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

№12

日時 １２月２０日（木） 場所 議場

件名 市議会１２月定例会　閉会日

内容 学習成果発表、高校生レストラン　など

問合先 鹿島実業高等学校 電話 ０９５４－６３－３１２６

№11

日時 １２月１５日（土）　１１：３０～ 場所 鹿島実業高校、鹿島高校大手門学舎

件名 食品調理科　学習成果発表会（鹿島実業高校、鹿島高校の食品調理科）
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