商店街グルメNo.1決定戦
「Show-1グルメグランプリ」
地方大会を開催中

皆さまの一票が、鹿児島県の第3回商店
街グルメチャンピオンを決定します。県内の
各商店街が誇る自慢の逸品をどうぞご賞味
ください。

かつおふなど

第2回チャンピオン「鰹船人めし」：枕崎市通り会連合会

【開催日・開催場所】
11月 3日(土) ・枕崎市
11月 4日(日) ・鹿屋市
11月10日(土) ・霧島市、奄美市
11月11日(日) ・霧島市、伊佐市
11月25日(日) ・南九州市
1月20日(日) ・鹿児島市
※本大会は2月23日(土)・24日(日)にかごし
ま県民交流センターで開催します。詳しく
は県ホームページをご覧いただくか、下
記までお問い合わせください。
【問】県庁商工政策課
☎099(286)2931
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「 '12 土木フェスタ in Kagoshima」
を開催します

楽しいイベントをたくさん用意しています
ので、
ご家族そろってお越しください。
【開催日】
11月10日(土)
【時 間】
午前10時〜午後3時
【場 所】
JR鹿児島駅隣
（特設会場）
ドボくん
キーちゃん
【主 催】
建設事業イメージアップ連絡協議会
【内 容】
・建設機械体験試乗
・図画コンクール表彰式
・船による港見学
・土木パネル展
・クイズラリー
・お楽しみ抽選会 など
【入場料】無料
【問】県庁監理課技術管理室
☎099(286)3515

11月12日〜25日は
「女性に対する暴力をなくす
運動」
期間です
配偶者やパートナーからの暴力に悩んで
いませんか？我慢したり、自分を責めたりす
る必要はありません。一人で悩まず、まず相
募 集
談してください。
【相談窓口】
県立高等技術専門校入校生募集
県女性相談センター
【応募資格】
☎099(222)1467
中学卒業(見込み)または同等以上の学力を
県男女共同参画センター
有すると認められる方
☎ 0 9 9 ( 2 21) 6 6 3 0・
【対象科】
6631
・金属加工科
（吹上校）
※その他、各地域振興局・ 「 パ ープ ル リ ボ
・室内造形科
（宮之城校）
支 庁 の 保 健 福 祉 環 境 ン」は女性に対す
る暴 力根 絶 運 動
【募集期間】
部地域保健福祉課でも のシンボルです
平成24年12月3日(月)〜
相談できます。
平成25年1月11日(金)
【問】県庁青少年男女共同参画課男女共同参画室
【選考日】
☎099(286)2634
平成25年1月25日(金)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【選考方法】
筆記試験(国語・数学)および面接

鹿児島からもっと海外へ！
〜台北線週４便に増便〜

鹿児島空港からは、ソウル線、上海線、台
北線の3路線が運航しています。10月28日
からは、台北線が週3便(火・木・日)から週4
便(火・木・金・日)に増便されました。
県では、3路線のいずれかを利用する6人
以上の団体・グループや、展示会などに参
加するビジネス客に対して助成を行ってい
ます。
ますます便利になる鹿児島空港発着の
国際線を利用して鹿児島からもっと海外へ
出かけてみませんか。
【問】県庁交通政策課
☎099(286)2457

【問】吹上高等技術専門校
☎099(296)2050
宮之城高等技術専門校
☎0996(53)0207
【ホームページ】
http://www.pref.kagoshima.jp/sang
yo-rodo/rodo/kaihatu/nyukou/

くらし
11月は
「小規模企業共済制度と
中小企業倒産防止共済制度の
全国加入促進強調月間」
です

2つの共済制度は､中小企業等を対象に
国が全額出資している独立行政法人中小
催 し
企業基盤整備機構が運営しています。
「かごしまお菓子コンクール」 ○小規模企業共済制度
廃業時の退職金、老後の生活資金、転
を開催します
業時の事業資 金を節税しながら準備で
九州新幹線を利用する観光客を対象とし
きます。
たお菓子の開発および販路拡大を目的に、 ○中小企業倒産防止共済制度
「かごしまお菓子コンクール」
を開催します。
取引先の倒産時に必要な資金を借り
出品作品の一般公開時には、試食もできま
入れできます。
すので、ぜひご来場ください。
【申込先】
【開催日】11月７日(水)
最寄りの商工会議所、商工会、
【一般公開】午後1時30分〜午後2時30分
県中小企業団体中央会、金融機関 など
【場 所】城山観光ホテル
【問】各申込先または
アメジストホール鳳凰
中小企業基盤整備機構共済相談室
【問】鹿児島県菓子工業組合
☎050(5541)7171
☎099(222)2578
県庁商工政策課
県庁かごしまＰＲ課
☎099(286)2935
☎099(286)3050

県ホームページアドレス

http://www.pref.kagoshima.jp/
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「おはなしのじかん
冬のスペシャル」
を開催します

「新エネルギー・環境フェア」
を
開催します

介護ふれあいのつどい

身近な介護について楽しく学んでいただ
けるよう、
多彩な催しを開催します。
新エネ・省エネ設備
【開催日】
11月11日(日)
の導入促進および地
【時 間】午前10時〜午後4時30分
球温暖化対策の推進
【場 所】
かごしま県民交流センター
を図るため、新エネ・
【内
容】
省エネ機器等の各種
・講演会
展示、実演・体験など
エナコロちゃん
テーマ：介護からいただいた宝物
通常の
「おはなしのじかん」
ではできない を行うイベントを開
講師：MBC ラジオ 二見いすずアナウンサー
人形劇などを取り入れ、時間を拡大して開 催します。
・シンポジウム
【開催日】11月24日(土)・25日(日)
催します。
テーマ：地域で支え合う介護
【時 間】午前10時〜午後4時
【開催日】12月9日(日)
・肝付町の中・高校生等による認知症を
【場 所】
かごしま県民交流センター
【時 間】午後2時〜午後3時
題材にした寸劇
【内 容】
【場 所】県立図書館 大研修室
・認知症などについての相談・体験コーナ
・太陽光発電、LED照明などの展示
【対 象】
どなたでも参加できます。
ー など
・電気自動車、電動アシスト自転車の試乗
【内 容】
・県庁エコガーデンへのバスツアー
・わらべうた、指遊び
【問】県庁介護福祉課
・太陽電池を使った親子新エネ工作教室
・大型絵本の読み聞かせ
☎099(286)2696
・おしゃれな風呂敷包み教室
・大型紙芝居 ・人形劇 など
鹿児島県介護実習・普及センター
・ワクワクさんの｢つくってあそぼ｣ショー
【入場料】無料
☎099(221)6615
・アイガモ農法紙芝居 など
【問】県立図書館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※事前申し込みが必要なものがありますの
☎099(224)9514
で、詳しくは、下記までお問い合わせくだ
染め物ふれあい教室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さい。

悠遊学舎「わくわくウインターキャンプ」【問】新エネルギー・環境フェア実行委員会

冬の厳しい寒さの中で、
自然に親しみ、郷
土の歴史や伝統文化にふれながらキャンプ
活動をしてみませんか。

事務局
（財団法人県環境技術協会）
☎099(284)6013
県庁地球温暖化対策課
☎099(286)2546

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

かごしまがん征圧県民大会

大島紬の染めの原料となっているテーチ
ギや、黄色に染まるフクギなど、奄美ならで
はの素材を使ったオリジナル作品作りに
チャレンジしてみませんか。
【開催日】11月23日(金)
【時 間】午前9時〜正午
【場 所】県立奄美少年自然の家
【対 象】
どなたでも参加できます。
【材料費】300円〜1,500円程度
※染める布や染め液によって材料代が異な
りますので、詳しくは、下記までお問い合
わせください。

「がん」
についての情報提供や女優の愛華
みれさんによる特別講演、無料がん相談を
行います。
郷土料理｢さつまあげ｣づくり(平成23年度)
【開催日】12月1日(土)
【開催期間】12月25日(火)〜27日(木)
【時 間】午後1時〜午後3時30分
【場 所】県立青少年研修センター
【場 所】
かごしま県民交流センター 大ホール
【対 象】小学4年生〜中学生
【定 員】500人
（事前申し込みが必要）
【定 員】50人(超えた場合は抽選となります) 【入場料】無料
【内 容】
※無料がん相談は入場とは別に事前申し込
・真冬のテント泊 ・遠行
みが必要です。
・郷土料理づくり ・ミニ門松づくり など 【問】(公財)鹿児島県民総合保健センター
【募集期間】11月9日(金)〜12月9日(日)
☎099(220)2752
【問】県立奄美少年自然の家
県庁健康増進課
【問】県立青少年研修センター
☎0997(53)1032
☎099(286)2721
☎099(294)2111

鹿児島で心に力を！

鹿児島県には︑手つかずの大自然

や良質な温泉︑安全・安心な食材な

ど︑人々を元気にする本物の素材が

あふれています︒そのことをＰＲす

るためのキャッチコピー︑それが

﹁本物︒鹿児島県﹂です︒

県では︑昨年度のイメージアップ

の柏木由紀さん︵鹿児島

ＣＭに引き続き人気アイドルグルー

プＡＫＢ

市出身︶を起用して﹁本物︒鹿児島

℡099
（286）
3046

県﹂イメージアップポスターを作成
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県庁かごしまPR課

あなたを元気にする鹿児島で︑心

問い合わせ先

【大島紬編】

しました︒

に力を満たしてください︒

【カジュアル編】

48

