
令和元年７月 鹿島市定例記者会見 

日 時 令和元年７月１８日（木）１０時００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 

 （「旭ヶ岡遺跡出土遺物」を鹿島市重要文化財に指定）（資料 2） 

 

 

 

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） 

     

 

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８月定例記者会見 

８月９日（金）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 

資料 １ 





鹿島市重要文化財 旭ヶ岡遺跡出土遺物 

鉄戈が甕棺から出土した状況 

磨製石剣(切先)      銅矛(切先) 

鉄戈 

甕棺(鉄戈が出土した甕棺) 管玉(1～11･13)・勾玉(12) 



shougai14
テキスト ボックス
写



 

 

７月定例記者会見チラシ類 
 

 

 

第４回えいぶる事業 

１．なつかしの映画上映会 
 

 

 

第５回えいぶる事業 

２．ビアニカの魔術師 
 
 
 

床の間コーナー 

３．石橋美代子 七宝作品展 
 

 

     

４．わくわく理科教室 
 

 

 

 
 

資料  ３ 







床の間コーナー ７月・８月・９月期 展示 

 

 

 

 

［期間］ 令和元年 7 月 2 日(火) ～ 9 月 29 日(日)  

前期：7 月 2 日（火） ～8 月 18 日（日） 

後期：8 月 20 日（火）～9 月 29 日（日） 

［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 

［主催］ 一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 
 

日展会友である石橋美代子さんの七宝作品を展示します。

石橋さんは、太良町生まれで武雄市橘町育ちです。東京で高

校教諭として勤務する傍ら
かたわ

、40歳くらいから七宝の制作を始

められました。また、石橋さんは、えいぶる講座で七宝焼教

室の講師を務められました。2013 年には床の間コーナーで

「石橋美代子 工芸美術七宝展 ～現代七宝の世界～」を開催

され、床の間コーナーでの展示は今回が二回目です。 

現在、鹿島市にお住まいで鹿島の自然をモチーフにした

作品を制作されています。海と山の豊かな自然に囲まれ、

人の心もおおらかな鹿島での暮らしが、創作意欲を掻き
 か

立

てるそうです。今回は、有明海をテーマにした日展入選の

大型平面作品「潮満ちて―」シリーズや楽器シリーズの作

品、立体オブジェなどを展示します。 

手芸にとどまらず工芸美術としての現代七宝をお楽し

みください。 

 

 

 

 

 

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 小池・梶山 

 TEL/0954-63-2138 FAX/0954-63-3424 

 

 

 

 

石橋美代子 七宝作品展 

～現代七宝の世界・干潟の譜
う た

～  
 

☆ギャラリートークを開催します☆ 

【日時】8月 18日（日）10：00～ 

【場所】エイブル 3階 研修室 

【演題】輝きと表現の自由を求めて 

【講師】石橋美代子さん 

 

七宝は、金属素地にガラス質

の釉薬を施釉し、炉に入れ 800

～900 度で焼成し金属に融着さ

せたものをいいます。 

金属素地として、一般的に金

板・銀板・銅板を使用します。 

七宝釉薬は珪石、鉛丹、硝石、

ガラス質の鉱物が主原料で、こ

れに鉄や銅などの金属を混ぜる

と多様な色が出来上がります。 

▲「潮満ちて―2018」 

137cm×117cm 



 

 
 

≪申し込み≫ 

科学大好きな図書館長さんと一緒に、実験を楽しもう！！ 
 

実験① 

ロケット発射実験 
実験② 

落ちない水!?実験 
実験③ 

浮かぶ玉実験 

と き 

ところ 

対 象 

参加費 定 員 

エイブル 2 階和室･２階調理室 

20 名 

小学 1 年生 ～ 6年生 

無料 

図書館カウンターまたは 

電話にて受付します。 
 

 

 

鹿島市民図書館 0954-63-4343 
 



報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（７月）
１/２ 枚

№１

日時 ７月２０日（土）8：00集合・出発 場所 大谷森林公園（バスで移動）

件名 海の森事業　下刈り作業

内容 有明海と森林の保全のために、植樹した木の下刈り作業を行います。

問合先 農林水産課農山漁村係 電話 ０９５４－６３－３４１３

№２

日時 ７月２１日（日）１９：００～ 場所 七浦海浜スポーツ公園

件名 納涼ふるさと七浦夏まつり　おしまさん詣り（22：30～）

内容 郷土芸能、七浦盆おどり、お楽しみ抽選会。

問合先 実行委員会事務局（七浦公民館） 電話 ０９５４－６２－８３２５

№３

日時 ７月２７日（土）、２８日（日）9：00 場所 鹿島高等学校赤門学舎

件名 全国高等学校総合文化祭　囲碁部門

内容 総文祭囲碁部門大会、大盤解説、指導碁、鹿島市の特産品の販売など

問合先 生涯学習課　社会教育・文化係 電話 ０９５４－６３－２１２５

№４

日時 ７月２８日（日）９：００～１２：００ 場所 鹿島市干潟交流館

件名 干潟の定点調査

内容 佐賀大学の藤井直紀先生によります講義や干潟の生き物を見つける実習が行われる。

問合先 ネーチャー佐賀　佐賀県自然観察指導官　中村 電話 ０９０－８３９１－８０７７

№５

日時 場所

件名

内容

問合先 電話



報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（８月）
２/２ 枚

№１

日時 ８月１日（木）11：00～ 場所 祐徳稲荷神社周辺

件名 祐徳夏まつり

内容 若草保育園児のアトラクション、鯉つかみ　など

問合先 鹿島市観光協会 電話 ０９５４－６０－５１４５

№２

日時 ８月２日（金）～３（土）19：00～ 場所 中心商店街（スカイロード周辺）

件名 第５６回鹿島おどり

内容 中心商店街のスカイロードで鹿島一声浮立、鹿島節、鹿島小唄の３曲に合わせて踊る

問合先 鹿島おどり実行委員会事務局 電話 ０９５４－６２－３９４２

№３

日時 ８月２４日（土）20：00～ 場所 鹿島川河口付近

件名 第５回鹿島市民納涼花火大会

内容 ２，５００発の花火の打ち上げ。

問合先 花火大会実行委員会事務局 電話 ０９５４－６２－３９４２

№４

日時 ８月３１日（土） 場所 琴路神社

件名 琴路神社　一番通夜

内容 台風除けやその年の天候の無事と豊作を祈願して、一声浮立や鉦浮立などの奉納

問合先 商工観光課 電話 ０９５４－６３－３４１２

№５

日時 場所

件名

内容

問合先 電話


