
令和３年１月 鹿島市定例記者会見 

日 時 令和３年１月１４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 

・ラムサール条約推進室からのお知らせ（資料 2-1） 

・福祉課からのお知らせ（資料 2-2） 

・企画財政課からのお知らせ（資料 2-3） 

  

 

 

４．団体等からのお知らせ 

  ・能古見公民館からのお知らせ 

   ※第２回 原城登山ツアー延期のお知らせ 

・鹿島市民立生涯学習・文化振興財団からのお知らせ（資料 3-2） 

   

 

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

６．閉  会 

 次回は２月定例記者会見 

２月１２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 





肥前鹿島干潟ラムサール条約登録５周年記念 

「有明海から環境を考えるシンポジウム」の開催とオンライン配信について 

 

鹿島市と鹿島市ラムサール条約推進協議会では、１月２４日（日）に標記シンポジ

ウムを開催し、全国に向けて発信いたします。 

本シンポジウムでは、有明海や鹿島に飛来するカモについて、いろいろな視点から

ご講演をいただくことになっております。 

当シンポジウムは会場での聴講か、鹿島市公式 YouTubeチャンネルでのオンライ

ン視聴のいずれかでご参加いただけます 

（ただし、オンラインでの視聴をご希望の場合は、PC、スマホなどのインターネット環

境が必要です。） 

視聴を希望される方は、別添を参照の上、当日の配信時間になりましたら、鹿島市

公式 YouTubeチャンネルより参加してください。 

なお、オンラインでの視聴の場合は、事前の参加登録は不要です。 

 

【YouTube LIVE】有明海から環境を考えるシンポジウム（１月 24日開催） 

 

＜ご視聴方法＞当日、配信時間になりましたら、鹿島市公式 YouTube チャンネル 

企画財政課佐賀県鹿島市（https://www.youtube.com/channel/UCZ9whn8FvhnI7JOT0DytMfQ)

よりご参加ください。 

 

（ライブ終了後は、同公式 YouTubeチャンネルにてアーカイブを視聴できます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9whn8FvhnI7JOT0DytMfQ


 

＜注意事項など＞ 

 

 本オンラインイベントは、YouTube（ユーチューブ）の運営会社等とは契約関係に

ないため、配信が正常に視聴できない、あるいは視聴することにより何らかの損

害が生じた場合、当市は一切責任を負いません。 

 

 ライブ配信映像の著作権は、鹿島市に帰属します。ストリーミング画面あるいは

内容を許可なく他のウェブサイトや著作物等に転載しないでください。また、著作

権法で許された範囲を超えて複製しないでください。著作権法で許された範囲内

で複製する場合でも、その複製物を目的外に利用したり、内容を改変したりしな

いでください。 

 

 インターネット回線の状況やサーバー負荷、その他視聴者の PC 環境により、映

像が途切れる、又は停止するなど正常に視聴できないことがあります。 

 

＜視聴環境について＞ 

 スマートフォン・タブレットから参加される場合、WEB ブラウザ・YouTube アプリの

どちらからでも視聴いただけます。 

 パソコンから参加される場合は、WEB ブラウザが最新のバージョンのブラウザ、

オペレーティングシステムを使用し、インターネット接続が良好であることをご確

認ください。 

 YouTube についてのサポート環境については下記の YouTube ヘルプセンターペ

ージより確認してください。 

https://support.google.com/youtube/answer/78358?hl=ja 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   時 令和３年２月４日（木） 

13：30～16：１0（開場 13：00） 

 

会場・受付 鹿島市生涯学習センター「エイブル」 

      Aグループ（非製造業）２階エイブルホール 

       Bグループ（製造業）3階研修室 
（住所：鹿島市大字納富分 2700番地 1 ℡：0954-63-2138） 

 

対 象 者 鹿島市内及び近隣市町の高校２年生とその保護者 

参 加 企 業 鹿島市内の企業 29社（裏面参照） 

（※当日変更になる場合があります。） 

ア ク セ ス            

《電車の場合》 

ＪＲ肥前鹿島駅から徒歩約 15分 

《車で送迎される場合》 

 会場に無料駐車場があります。 

・エイブル前駐車場（20台） 

・市役所前駐車場（50台） 

 ・市役所向かい大駐車場（200台） 

 

 

※お願い 新型コロナウイルス感染症予防対策のため、ご入場の際はマスク着用の 

うえ、人との距離の保持、検温、手指消毒のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 鹿島市役所 商工観光課 ℡：０９５４－６３－３４１２ 

主催：鹿島市 共催：鹿島商工会議所・ハローワーク鹿島 

鹿島市企業説明会 
 

参加費 

無料 

鹿島市の 

企業を 

知ろう！ 

 



タイム
スケジュール

№ 事　業　所　名 地　区 事　業　内　容 業　種

13:30～13:40 A-１ ㈱ひぜん 新　町
冠婚葬祭（施行、法事・法要のアドバイ
ス、各種衣装のレンタル等）

サービス業

13:40～13:50 A-２ ㈱サロンモード 中牟田 婦人服販売・接客 卸売・小売業

13:50～14:00 A-３ ㈱佐賀銀行 中牟田 金融業全般（預金・融資・為替・代理業務等） 金融業

14:00～14:10 A-４ ㈱アルナ薬局 中牟田 調剤薬局、一般薬品販売 卸売・小売業

14:10～14:20 A-５ 福祉サービス こころ㈱ 井手分
地域密着型通所介護
居宅介護支援、有料老人ホーム

医療・福祉業

14:20～14:30 A-６ 祐徳自動車㈱ 中牟田
交通運輸業（貸切バス・乗合バス・タクシー・
旅行企画全般）、ホームセンター事業

運輸・小売業

14:30～14:40 A-７ (医) 祐愛会 織田病院 中牟田 医療・介護・福祉 医療・福祉業

14:50～15:00 A-８ ㈱七浦 大宮田尾 食品加工販売、飲食業 小売業

15:00～15:10 A-９ (医)天心堂 志田病院 乙　丸
医療・介護サービス・総合リハビリテー
ション

医療・福祉業

15:10～15:20 A-１０ 中島商事㈱ 中   村 ＯＡ機器、事務用品販売 卸売・小売業

15:20～15:30 A-１１ 肥前通運㈱ 鹿島営業所 大村方
道路貨物運送業、通信機器販売事業
(docomoショツプ)、ＬＰガス等

運輸・通信業

15:30～15:40 A-１２ (福) 梅生会 好日の園 鮒　越 特別養護老人ホーム等 医療・福祉業

15:40～15:50 A-１３ 佐賀西信用組合 新　町 金融業全般（預金・融資・為替・代理業務等） 金融業

15:50～16:00 A-１４ 祐徳旅行㈱ 中牟田 国内旅行・海外旅行に至る旅行全般 旅行業

16:00～16:10 A-１５ (有)プラスワン保険企画 常   広 保険代理業（損害保険・生命保険） 保険業

タイム
スケジュール

№ 事　業　所　名 地　区 事　業　内　容 業　種

13:30～13:40 B-１ 宮﨑鉄工㈱ 中　村
真空押出成形機・原料混錬機・ミキサー・押出
用金型・引取装置の設計製作販売、無機質複合
材料の押出成形に関する技術指導

製造業

13:40～13:50 B-２ ㈱岡田電気　鹿島支店 井   手
電気設備工事、情報通信設備工事、空調・
衛生設備工事、防災設備工事

電気工事業

13:50～14:00 B-３ 東亜工機㈱ 川　内
船舶用ディーゼルエンジン用シリンダライ
ナ製造等

製造業

14:00～14:10 B-４ ㈱兼茂 新　町
給排水衛生設備・空調設備設計施工・建築金
物・建築資材・機械工具販売、ギフト 建設業

14:10～14:20 B-５ 森鉄工㈱ 井　手
各種油圧プレス、鍛圧機械の設計・製造
並びに付帯する業務（主に自動車部品製造用の
プレス機械）

製造業

14:20～14:30 B-６ 旭九州㈱ 川　内 自動車内装品(TOYOTA)シートカバー縫製 製造業

14:30～14:40 B-７ ㈱ジェイエイビバレッジ佐賀 浜新町
農産加工品の製造・販売
清涼飲料の製造・販売

製造業

14:50～15:00 B-８ 川島金属㈱ 川　内
各種モールドベース（プラスチック、ダイ
キャスト等）及び精密機械加工

製造業

15:00～15:10 B-９ ㈱宮園電工 横　田
電気工事、電気通信、管工事、交通信号機工
事、家電販売・修理、通信事業（au）

電気工事業
小売業

15:10～15:20 B-１０ 鹿島機械工業㈱ 常　広
一般自動車・建設機械の整備・販売・リー
ス・レンタル等、ホリデー車検

サービス業

15:20～15:30 B-１１ 鹿島印刷㈱ 大村方
商業印刷、パッケージ印刷、製本、型抜加
工、各種印刷企画・デザイン作成

製造業

15:30～15:40 B-１２ ㈱植松建設 西牟田
建設業（土木、建築、どび・土工、舗装、管・
水道施設）、管路管理業、宅地建物取引業

建設業

15:40～15:50 B-１３ ㈱小笠原 中牟田
ユニットバスの製造・販売
住宅設備機器の卸ほか

卸売業

15:50～16:00 B-１４ ㈱佐賀ＬＩＸＩＬ製作所 浜新町 トイレ・洗面台に使用する衛生陶器の製造 製造業

１０分休憩

Aグループ：非製造業　参加事業所一覧　（会場：２階エイブルホール）

１５社

Bグループ：製造業　参加事業所一覧　（会場：エイブル３階研修室）

１４社

１０分休憩



 

 

１月定例記者会見チラシ類 
 

 

 

 

 

令和２年度 第８回えいぶる事業  

１．なつかしの映画上映会 
 
 
 
 

床の間コーナー  

２．下村康二作品展 
 

 

 

 

会員無料 お試し公開講座 

３．歩く脳トレ 〜スクエアステップ〜 
 

 

 

 

鹿島市民図書館 

４．雑誌ふろくプレゼント 
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▲『クリーク』 

床の間コーナー 1月・2月・3月展示 

 

 

 

 
 

［期間］ 令和 3 年 1 月 5 日（火）～ 3 月 28 日（日）  

      第１期：１月５日（火）～１月３１日（日） 

       第２期：２月２日（火）～３月 ７日（日） 

      第３期：３月９日（火）～３月２８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 

1～3 月は、鹿島市出身で神埼市にお住まいの画家 下村康二さんの作品を 3 期に

分けて展示します。 

1950年生まれの下村さんは、佐賀大学を卒業後、佐賀県内の高校で美術教諭とし

て指導してこられました。また、作品制作にも取り組み、１９７５年に東光展で一席を受賞

以来、西日本美術展や県展・日展などで多くの入選入賞歴があります。 

２０１９年には、第 47回佐賀県芸術文化功労賞を受賞されました。 

近年は陶芸にも力を入れておられ、絵画と併せて展示します。 

第１期展示は、『クリーク』などの風景画と茶碗・花器などの陶芸作品です。 

 

下 村 康 二 作 品 展 

◎ギャラリートークを開催します 

日 時：3月 7日（日）14：00～15：30 

場 所：エイブル３階 研修室  

講 師： 下村 康二さん 

テーマ：「画業５０年、私のモティーフ」 

定 員：３０名 

※事前申込みは不要ですが、入場は先着３０名まで

とさせていただきます。当日はマスク着用をお願い

します。受付時、お名前確認と検温をさせていただ

きます。 

お問合せ 

一般財団法人 

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 

TEL/0954-63-2138 

FAX/0954-63-3424 

 

しも      むら     やす      じ 



 

《会員無料・お試し公開講座》 

マットの上で、前後左右斜めに足を動かす足踏み体操です。 

いろいろなステップやパターンを記憶しながらステップ 

するエクササイズなので脳トレにもなります。 

講 師：山口 利恵 先生 

日 時：２月１９日（金） １回限り  

    １４：００～15：00 

場 所：エイブル 3 階 研修室 

定 員：２０人 

受講料：会員／無 料   一般／500 円 

問合せ：エイブル事務局 (エイブル２階) 

電話 0954-63-213 

 

 

 



2/2応募期間：

応募方法

図書館にある応募用紙に必要事項を記入
して、館内の応募箱に入れてください。

応募対象者 どなたでも
図書館までプレゼントを取りに来られる方
プレゼントの受け取りは3/6～3/24まで

応募者の中から抽選で
雑誌の付録をプレゼント

当選者
発表

3/6(土)に当選者のペンネーム
を図書館内に掲示します。
※応募者多数の場合は抽選となります。

応募は1人1枚。
2枚以上の応募は無効となります。

(火) (日)～2/21

応募用紙にはおすすめ本を記入する欄が
あります。図書館にある本で、おすすめ
の本を紹介してください。



報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（1月）
１/２ 枚

№1

日時 １月２４日（日）　１３：００～ 場所 エイブル

件名 肥前鹿島干潟ラムサール条約登録５周年記念シンポジウム〜有明海から環境を考える〜

内容 佐賀大学による有明海海域環境調査報告、有明海のカモの種類と数の一斉調査報告など

問合先 ラムサール条約推進室 電話 ０９５４－６３－３４１６

№2

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

№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



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 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

№3

日時 ２月２４日（水）　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

№2

日時 ２月２１日（日）１０：００～ 場所 旭ヶ岡公園

件名 鹿島市桜樹保存会　植樹祭

内容 市内企業２９社程度参加、対象：市内および近隣市町の高校２年生とその保護者

問合先 商工観光課 電話 ０９５４－６３－３４１２

№1

日時 ２月４日（木）１３：３０～ 場所 生涯学習センターエイブル

件名 鹿島市企業説明会

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）
２/２ 枚


