
令和４年９月 鹿島市定例記者会見 

日 時 令和４年９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 

・福祉課からのお知らせ（資料 2-1） 

・企画財政課からのお知らせ（資料 2-2） 

・ラムサール条約推進室からのお知らせ（資料 2-3） 

 

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．閉  会 

 

 

次回は 

◆１０月定例記者会見 

 １０月１２日（水）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 

広報 ICT係  中島 ℡ 0954-63-2114   

資料 １ 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

永田　祐司

赤ちゃん登校日

説　　明





≪参加対象≫　０～1歳のお子様と保護者
≪連絡先≫　　 鹿島市子育て支援センター　　TEL：0954-63-0874
≪内容≫　　　　『命の講話』『育児体験』『親子との交流』
　
鹿島市東部中学校
≪日時≫　　9月26日（月）、28日（水）、30日（金）　10時30分～11時20分
≪場所≫　　東部中学校　被服室/多目的室
　
鹿島市西部中学校
≪日時≫　10月3日（月）　10時30分～11時20分、11時30分～12時20分
　　　　　　　10月6日（木）　10時30分～11時20分、11時30分～12時20分
　　　　　　　10月7日（金）　10時30分～11時20分
≪場所≫　　西部中学校　第2家庭科室/第3家庭科室

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が一部変更になる場合
があります。

アピールポイント

部課名 市民部　福祉課

報道機関　各位

報道資料 令和4年9月7日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-0874

件　　名

別添資料

0954-63-0874

shien@city.saga-kashima.lg.jp

市民部福祉課(子育て支援センター)

講話や体験を通して、「命の大切さ」や「自分の存在の大切さ」を実感し
て欲しいと願って開催します。今年度はｗｉｔｈコロナで感染予防対策をし
ながら、赤ちゃん＆ママと中学生との交流も実施します。
中学生は親子の姿や保護者の話から、将来へのイメージをふくらませま
す。お子さんと中学生のふれあいを見守る中で、新しい発見がたくさんあ
る素敵な時間です。
市内・市外問わず、参加できる親子を募っています。

あり なし
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≪東部中学校≫ 

◆９月 26日（月）10：30～11：20 

◆９月 28日（水）10：30～11：20 

◆９月 30日（金）10：30～11：20 
 

≪西部中学校≫ 

◆10月 3日（月）10：30～11：20、11：30～12：20 

◆10月 6日（木）10：30～11：20、11：30～12：20 

◆10月 7日（金）10：30～11：20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤ちゃん＆ママと中学 3年生の皆さんとの楽しい交流会です。 

中学生とお子さんのふれあいを見守ったり、 

子育てエピソードを話したり。。。 

あたたかくステキな時間を一緒に過ごしてみませんか？ 
 

★対象【０～１歳のお子様と保護者】 ★募集【若干名】 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  
 

 

※事前の予約が必要です。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が一部変更になる場合があります。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

お申込み・お問合わせは。。。 

鹿島市子育て支援センター 

住所：鹿島市大字高津原 4326-1「かたらい」４階 

電話：０９５４－６３－０８７４ 
 

別添資料 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 市民部　福祉課

報道機関　各位

報道資料 令和4年9月5日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-0874

件　　名

別添資料

0954-63-0874

shien@city.saga-kashima.lg.jp

市民部福祉課(子育て支援センター)

鹿島市ファミリーサポートセンターは平成29年より開始し5周年を迎えました。
地域における相互援助活動を推進することを目的とし、子どもの一時預かりや
送迎のサービスを提供する 「ファミリー・サポート・センター事業」 を実施して
います。今年度からは補助金制度が始まり、1時間500円から利用できます。
活動件数も増加中です。家庭や地域全体で子育てを支える環境を作るため、
鹿島市生涯学習センター・エイブルや鹿島市自主サークルママちゃんズとの
共催で「ファミサポ5周年記念　お祝いコラボ　幸せゆずり会」を開催します。
依頼会員と援助会員の顔が見える交流の場となり、安心してファミサポを利用
していただくきっかけになるよう遊びのブースも開設します。

永田　祐司

ファミサポ5周年記念　お祝いコラボ　幸せゆずり会 開催について

説　　明





日時　　:　令和4年11月13日(日)　13時～15時
場所　　:　鹿島市生涯学習センター　エイブル３階　研修室
　　　　　　受付  1Ｆ エントランス　　　　待機場所　エイブルホール
内容　　: 　オープニング　13時～　(エイブルホールにて)
               整理番号順におゆずり会会場へご案内します。
 　　　　　　 新生児７０～１００cmの洋服やおもちゃを１人5点まで
                                               (エコバックを持ってお越しください)
　　　　　  　大きな物品抽選会は2階エイブルホールにて15時より行います。
　　　　　　  おゆずり品がなくなり次第、幸せゆずり会を終了いたします。

参加費 無料
予約不要

※　感染症予防のため、人数制限を行いながら会場内へ案内します。
　 　感染状況などにより内容を変更する場合は子育て支援センター
　　　Facebook等でお知らせします。

※ 幸せゆずり会へ参加される方の子どもさんの待ち時間として
    援助会員さんとのふれあいブースを準備します。
    (魚釣り・輪投げ・シール遊び・など)

※ 「幸せゆずり会」を開催するにあたり、おゆずり品のご提供を
    お願いしています。
    皆様の温かいご協力を宜しくお願い致します。
　

アピールポイント

あり なし
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日時  令和 4年 11月 13日（日） 

時間  13：00～15：00 

会場  エイブル 3階（研修室）         

内容  一人 5点まで無料で持ち帰ることができます 
           （人数制限をしながら、場内へ案内させていただきます。あらかじめご了承ください。） 

 

 

 

 

 

参加費： 無料 

 

対象品： 新生児 70～

100㎝の洋服

及びおもちゃ 

 

 

 

～子ども用品おゆずり会～ ※品物がなくなり次第終了 

 
エコバック 

持って来てね♡～ 

 

共催：エイブル 

（一財）鹿島市民生涯学習・文化振興財団 

ママちゃんズ 

（鹿島市子育てサークル） 

 

大きな物品の抽選会（2階） 

がありますよ～♪ 

（15：00～） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

～子ども用品おゆずり会～ 

☆おゆずり品のご提供のお願い☆ 

「幸せゆずり会」を開催するにあたり、おゆずり品のご提供をお願いしています。 

皆様の温かいご協力を宜しくお願い致します。 

 

※サイズ等毎、種類毎に分けてお持ちくださいますようにお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

※サイズ等、種類毎に分けてお持ちくださいますようお願い致します。 

     

 

 

 

 

その他：玩具（ぬいぐるみは除く） 

【対象】 

衣類：ベビー服・子ども服（新生児 70～100㎝）及びおもちゃ等 

 

※未使用のもの・比較的きれいなものに限る 

※下着・肌着・ぬいぐるみは除く 

 

 

 

【受付場所】 

鹿島市子育て支援センター 

10：00～17：00（火・祝日は除く） 

鹿島市保健センター 

9：00～16：00（土・日・祝は除く） 

エイブル事務局（2階） 

9：00～17：00（月は除く） 

 

エイブル×ファミサポ 

幸せゆずり会 

11/13（日）13時～15時 
※品物がなくなり次第終了 

 

 



９／２３ 肥前鹿島駅周辺イベント開催

2022.9.13 記者会見資料

イロトリドリの魅力発信フェス＠肥前鹿島駅

～未来をもっとカラフルに～

イベントテーマ

共催：佐賀県、鹿島市、太良町、江北町、白石町 1
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2

長崎本線

全線開通88周年

1934年 2022年
全線開通 開業

2022年

西九州新幹線

2022.9.23 「新たな出発」と位置づけ

・発信（地域の魅力、そこにしかない魅力）

・発信（新幹線では得がたい在来線の良さ）

↓

・交流人口拡大

・長崎本線利用促進

多くの方の利用

（感謝）



感謝

「特急かもめ写真展」 も開催！
（エイブルでも展示中（9/10～9/14））

（市民交流プラザかたらいでも展示予定） 3

メッセージボード

（8/31～肥前鹿島駅構内に設置）



感謝 左記文面（拡大）

市内４駅に掲示

4

ポスター



2022.9.22（木） 肥前鹿島駅構内

特急「かもめ」 ラストラン 見送り

感謝

２２：４５（上り） ２３：０７（下り）

5

このほか、肥前浜駅においても見送りが
実施されます。



2022.9.23（祝） 肥前鹿島駅構内

新特急「かささぎ」

出発式 ６：３９（上り）

開式は６：２０、

入線は６：２６

6

出迎え ８：５８（下り）

お客様に鹿島産み

かんを配布

※乗客に鹿島市より「第１号列車乗車認定証」を進呈



2022.9.23（祝）

１０：３０

オープニング （肥前鹿島駅市営駐車場）

１１～１７時

肥前鹿島駅イベント （肥前鹿島駅市営駐車場）

１７～２１時

中心市街地イベント （スカイロード） 7

イロトリドリの魅力発信フェス＠肥前鹿島駅



１４：００～１５：１５ 記念式典 （司会：鹿島高校生）

市長・知事等挨拶

ふるさと鹿島ＰＲ大使任命式 など

8（お二人は、14：17鹿島着の特急かささぎで参加予定）

タレント

岩屋美咲 さん

サガン鳥栖ヘッドコーチ

片渕浩一郎 さん

©️S.D.,LTD. ©️office color

ＰＲ大使



祝 長崎本線全線開通８８周年！ P r e s e n t ｓ !

9

・プレゼンツステージ （ステージイベント）
高校生が司会

・出店マルシェ （にぎわいひろば）

・来場者プレゼント など



10

● ステージイベント

14:10 鹿島市プレゼンツ

・首長×鹿島高校吹奏楽部

14:25 太良町プレゼンツ

・首長×大浦中学校ソーラン節

14:35 白石町プレゼンツ

・首長×みのりちゃん

14:45 江北町プレゼンツ

・首長×町制70周年記念くるり書下ろし楽曲披露

15:30 鹿島市プレゼンツ

・賑わいODORIKOハマガール（一声浮立など）

15:50 白石町プレゼンツ

・福富太鼓保存会

16:10 太良町プレゼンツ

・多良中学校吹奏楽部

16:30 江北町プレゼンツ

・佐賀県一輪車クラブ

■ 出店マルシェ （10：30～17：00）

・鹿島市プレゼンツ

鹿島高校商業科、観光協会、かしま自然農園、

キッチンカー

・太良町プレゼンツ

カニ汁振舞、田島柑橘園

・白石町プレゼンツ

道の駅ほか特産品販売、観光PR

・江北町プレゼンツ

フルーツサンド屋、ワッフル屋

★ 来場者プレゼント 先着３００名（予定）

・みかん、ボールペン、ポケットティッシュ 鹿島市

・海苔 太良町

・れんこんかりんとう 白石町

・ミニ雑穀米 江北町

・手提げバッグ 県

各市町プレゼンツ

各市町ＰＲ動画 大型モニター放映（10:30～17:00） NBCラジオ生放送（14：00～15：30）



「国スポ２０２４」のPRも併せ、スポーツ体験ブースを設置します。

バッゴー、ストラックアウト、アーチェリー、サッカー

11

スポーツ体験ブース

飲食関連ブース

共催自治体以外に、次のブースが出店予定です。

・鹿島市観光協会

・かしま自然農園

・鹿島高校商業科 など
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長崎本線全線開通 ８ ８ 周年

イロトリドリの魅力発信フェス＠肥前鹿島駅



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

0954-62-3717

ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

ラムサール条約推進室

室長補佐　江島　美央

１．３年後の鹿島も守る酒～ごえん～×ペアリング×棚田
　　開催日　９月２３日（金）16：00～20：00

２．令和４年度　潟を踏もうぜプロジェクト
　　開催日　９月２４日（土）13：30～15：00

３．グリーンスローモビリティ運行実証実験
　　現地説明会　９月２１日（水）14：00～15：00
　　お披露目　　 ９月２３日（金）10：00～17：00
　　グリスロ高津原線実証運行　１０月１日～１１月６日

0954-63-3416

件　　名

説　　明





別添資料

鹿島市ゼロカーボンシティ宣言に基づくイベント・事業を行います。

アピールポイント

鹿島市では、９月２日の議会開会日に「鹿島市ゼロカーボンシティ宣言」
を表明しました。その中で今後2030年度までに2013年度と比べて温室効
果ガス排出量を５０％削減し、2050年実質ゼロを実現するために、市民・
事業者・行政が一丸となり地域ぐるみでシナリオを描き次の取り組みを
行うこととしています。

１ 自然と調和したまちづくりをすすめ、地域資源を活かした再生可能エ
ネルギーの利活用を推進するほか、森林による二酸化炭素吸収や干潟
による二酸化炭素隔離など、鹿島市の自然を活用した取り組みを推進し
ます。
２　積極的に再生可能エネルギーの導入を推進する地域を設定します。
その際、鹿島市内の自然環境を考慮したゾーニングを行い、防災・減災
や暑熱環境の緩和など、自然の恵みを享受し続けられる自然環境の保
全・整備を併せて実施します。
３　循環型社会の実現のため、今より一層ごみの再資源化を進め、ク
ローズドリサイクルの促進に努めます。

今回は上記１・２に関連する事業を３つ行います。

部課名 ラムサール条約推進室

報道機関　各位

報道資料 令和4年9月12日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

あり なし
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2022.9.23 新特急かささぎ運行記念イベント
３年後の鹿島も守る酒～ごえん～ペアリング×棚田

概要
かささぎの運行を記念して、イベントを開催します。

ゆっくり鹿島に来て、ゆっくり鹿島を楽しみませんか？

絶景の棚田を見た後に、今年初めて造ったグリーンインフラ日
本酒×オーボｰデュラック（富士町）のシェフが手掛ける限定ペア
リング料理×蔵人の語りに酔いしれる一夜を。

日時 ： 令和４年９月２３日（金）
集合場所： 肥前浜駅
集合時間： 16：00
内容
Ⅰ部 市内遊覧～棚田見学～酒蔵どおり見学
Ⅱ部 酒の会 18：30～20：00

（ゲストハウスまる）

定員：１５名
参加費：5,000円（日帰り）

10,000円（ゲストハウスまる泊）
申込先 ： 鹿島市役所ラムサール条約推進室

電話 0954-63-3416
e-mail  ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

※ Ⅰ部のみ、Ⅱ部のみでも参加できます。



令和４年度 潟を踏もうぜプロジェクト
概要
ラムサール条約の目的の一つである湿地の
「ワイズユース（賢明な利用）」の取り組みの一環として
潟に親しんでもらい、潟に立ち入ることによる好影響効果を
期待する目的でイベントを行います。
イベントと同時に佐賀大学による干潟生物の調査も行います。
皆様も一緒に干潟の生物を捕まえてみてください。

日時 ： 令和４年９月２４日（土）１３：３０～１５：００

場所 ： 肥前鹿島（北鹿島新籠海岸）

持ち物 ： 水着、汚して廃棄して良い服、バスタオル、飲料
コンタクト不可（メガネOK）

問合先 ： 鹿島市役所ラムサール条約推進室



グリーンスローモビリティ運行実証実験

概要

ラムサール条約登録湿地である「肥前鹿島干潟」は、
2015年の登録以降国内外からの個人旅行客が増加

していますが、肥前鹿島駅から登録地までの公共交
通機関がないことから、リピーターが少ないといった
課題があります。
また、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実
現」という国の方針があります。こうした地域が抱え
る交通課題と脱炭素の課題を同時に解決に向けて
進めて行かなければなりません。

鹿島市ではこれら課題の解決手段として「グリーンス
ローモビリティ」の導入を計画しており、その実証運
行試験を行います。グリーンスローモビリティは時速
20km以下で走行し、二酸化炭素を排出しない次世
代型の交通手段です。

• 事業内容（別紙１）
• 事業説明会
日時：９月２１日（水）１４：００～１５：００
場所：再耕庵タクシー本社

• お披露目
日時：９月２３日（金）駅のイベントの際に運行（別紙２）



肥前鹿島駅周辺整備と連動したグリーンスローモビリティ運行実証実験 
 

1. 期 間（限定） ：９月２３日（土）から１１月６日（日）まで ４５日間 

2. 運行時刻表等  ：別紙のとおり  

3. 使用車両     ：ヤマハＡＲ－０７ 

 

 
 

4. 車両運行（使用）予定路線等 他運行に関わる事項 

 

① 鹿島市のりあいタクシー高津原線 現行毎週（月曜）（水曜）（金曜）運行の定時定路線 

  グリスロ７名乗り（乗客６名）ＡＲ－０７運行へ 

※ 運賃無料・荒天時は運休 

 

② ラムサール条約登録湿地 肥前鹿島干潟までの移動 現在公共交通不通（二次交通の

確保） 

  JR肥前鹿島駅前（往路・復路）肥前鹿島干潟 

  及び、肥前鹿島干潟で行われる環境イベントへの参加 試乗 

 

③ 鹿島市内で行われるイベント（例：かしま秋の酒まつり）等に参加 試乗 

  鹿島市内学校保育園等での試乗会 

 

5. 電気充電設備と電気料金 及び車輛格納保管業務 

 

 

 
 

 

 

 

別紙１ 












