黎明館開館30周年記念
企画特別展「島津重豪
−薩摩を変えた博物大名−」

「中小企業経営革新支援制度」
ご案内

県では、新商品の開発や生産、新サービ
スの提供など、新たな事業活動に取り組む
中小企業を支援しています。
【支援内容】
中小企業者が新事業の内容や経営目標
試 験
を盛り込んだ経営革新計画を作成して県知
事の承認を受けると、次のような支援を利
身体障害者を対象とする
用することができます。
県職員採用選考試験を実施します
・政府系金融機関による低利融資
・県からの補助金など
【試験区分】一般事務、警察事務
※経営革新計画の作成や支援内容など詳し 【受験資格】
くは、下記までお問い合わせください。
・身体障害者福祉法第15条に定める身体
障害者手帳（1級〜6級）の交付を受けて
本展では、
「浪費」
「蘭癖」
の面が強調され 【問】県庁経営金融課 ☎099(286)2944
いること
た島津重豪に新たな光を当て、重豪の時代
・年齢は18歳〜30歳
（平成26年3月末現
に行われた政策が、明治維新につながる鹿
在）
催 し
児島の近代化を考える上で、重要な意味を
※上記のほか、
居住地などの要件があります。
持つことを紹介します。
【受付期間】
9月20日
（金）
〜10月9日
（水）
【期 間】9月27日
（金）
〜11月3日
（日）
出会い応援ツアー
ｉ
ｎ大隅半島
※インターネッ
トによる受験申し込みは、
※休館日
（9月30日、10月7日、15日、
9月20日
（金）
〜10月8日
（火）
大隅半島で婚活ツアーを実施します！新し
21日、25日、28日）
【試
験
日】
11月10日
（日）
い出会いを求めてみませんか！昨年度は2コ
【場 所】黎明館2階 第2特別展示室
ース合わせて40組中16組がカップルにな 【試 験 地】鹿児島市
【観覧料】一般 800円、高・大学生 500円
【そ の 他】
※中学生以下・障害者
（要障害者手帳提示） りました。
試験案内および受験申込書は、県庁など
【コース名】内之浦宇宙体験コース
無料。団体割引有り
県の機関で配布しています。
【日
程】11月9日
（土）
〜11月10日
（日）
【問】県歴史資料センター黎明館
なお、受験資格、申込書の配布場所など
【参加費用】
５，
０
０
０円
（鹿児島中央駅発）
☎099(222)5404
詳しくは、
県ホームページをご覧いただく
１５，
０００円
（博多駅発）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
か、
下記までお問い合わせください。
※上記の駅以外からの参加費用について
は、申込先までお問い合わせください。 【問】県人事委員会事務局総務課
かごしまアートフェスタ2013 【条 件】
☎099(286)3893・3894
・20歳以上の独身男女
（定員各20人）
・県内外の新幹線沿線市町村在住の参加者
は鹿児島中央駅まで新幹線を利用すること
【申 込 先】JTB九州鹿児島支店
くらし
☎099(226)1515
※詳しくは、
県ホームページ
（
「婚活」
でサイト
内検索）
をご覧ください。
9月は
「障害者雇用支援月間」
です

障害のある方の雇用を促進するため、事
業主の方々をはじめ､県民の皆さまのご理
鹿児島には、自然や温泉、伝統工芸品な ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 解とご協力をお願いします。
【障害者雇用支援・激励大会】
ど、魅力的な地域資源が数多く存在してい
○鹿児島市民文化ホール（市民ホール）
ます。本フェスタは、
アートを通じて、鹿児島
博物館プラネタリウム
の魅力を再発見する契機として3会場で開
「夢とロマンの星空散歩 秋編」 9月30日（月）午後1時30分〜
※参加自由・入場無料
催します。
【障害者就職面接会】
【種子島会場】
○鹿児島サンロイヤルホテル
○期 間 9月7日
（土）
〜9月10日
（火）
9月26日
（木）
午後1時〜午後4時
○場 所 月窓亭
（西之表市）
主催：ハローワーク鹿児島
○観覧料 無料
（別途入館料が必要）
☎099(250)6071
【鹿児島会場】
秋の夜空に見られるみずがめ座やアンドロメ ○鹿屋商工会議所
○期 間 9月26日
（木）
〜9月29日
（日）
9月27日
（金）
午後2時〜午後3時30分
ダ座などの特徴的な星座を紹介し、創作星物語
○場 所 県民交流センター
主催：ハローワーク鹿屋
「北辰物語」
で星空のロマンにいざないます。
大ホールほか
（鹿児島市）
☎0994(42)4135
【期間】9月7日
（土）
〜11月24日
（日）
○観覧料 無料
ハローワーク大隅
【時間】午前11時〜 、午後1時30分〜、
【霧島アートの森会場】
☎099(482)1265
午後3時〜
（1日3回、各30分間）
○期 間 9月13日
（金）
〜10月20日
（日）
【場所】宝山ホール
（県文化センター）
4階
○場 所 霧島アートの森 展示室
【問】県庁雇用労政課 ☎099(286)3028
【料金】小・中学生 110円
（湧水町）
鹿児島労働局
☎099(219)8712
高校生以上 200円
○観覧料 一般 300円、
高・大学生 200円、
鹿児島障害者職業センター
※毎週土曜日は高校生以下無料
小・中学生 150円
（鹿児島高齢・障害者雇用支援センター）
チームラボ「百年海 図 鑑 」

【問】霧島アートの森

☎0995(74)5945

【問】県庁青少年男女共同参画課
☎099(286)2778

【問】県立博物館

☎099(223)6050

☎099(219)2000
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霧島ジオパーク探検隊

親子で霧島山を歩きながら、楽しくジオ
パークについて学びませんか。
【期日】10月26日
（土） ※小雨決行
【場所】
えびの高原周辺
【対象】小・中学生を含む家族
【定員】20家族60人程度
（先着順）
【内容】霧島ジオパークの説明、えびのエコ
ミュージアムセンター見学、霧島山ト
レッキング
（ジオパーク見学）
【問】県立霧島自然ふれあいセンター
☎0995(78)2815
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

貴重史料展
「薩英戦争から150年」

第37回企画展
新発見！かごしまの遺跡2013
〜県立埋蔵文化財センター発掘
速報展〜

マリンポートかごしまへ
クルーズ船を見に行こう！

マリンポートかごしまに国際クルーズ船
が寄港します。ご家族、
ご友人、みんなでク
ルーズ船を見てみませんか！
県立埋蔵文化財センターや県内市町村 【寄港予定日】
教育委員会が、平成24年度に発掘調査や ・ぱしふぃっくびいなす（日本）
9月2日（月）
報告書を刊行した遺跡の中から、話題とな
・飛鳥Ⅱ（日本）
った出土品などを公開します。
10月7日（月）、10月10日（木）
【期間】9月13日
（金）
〜12月1日
（日）
・シルバー・シャドー（バハマ）
【場所】上野原縄文の森展示館1階
10月23日（水)
企画展示室
・ル・ソレアル（フランス）
【企画展講演会】
10月24日（木）
○開催日時 9月28日
（土） ※聴講無料
※原則として船内見学は出来ません。天候
午後1時30分〜午後3時
や運航スケジュールなどの事情により、
日
○講
師 県立埋蔵文化財センター
程等は変更されることがあります。寄港
調査課長 堂込秀人氏
情報は、県ホームページをご覧ください。
【問】上野原縄文の森 ☎0995(48)5701
【問】県庁観光課 ☎099(286)3006
http://www.pref.kagoshima.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ah09/cruiser/schedule121228.html

「秋クラフトまつり」
に
でかけよう！

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

体 験の風をおこそうi n青 少 研
〜親子で自然体 験〜

「薩 英 戦 争 絵 巻」

今年は、生麦事件を契機として起こった
薩英戦争から150年を迎えます。
本展では、
「 薩英戦争絵巻」
「 薩藩洋行者
写真」
をはじめ、薩英戦争や戦争後の薩摩の
様子などが分かる資料を紹介します。また、
広くてきれいな吹上浜海浜公園で、創作
原口館長による講演も行います。
活動やチャレンジランキングなどを楽しみ
【期間】9月11日
（水）
〜10月18日
（金）
ませんか。
【場所】県立図書館 正面玄関ロビー
【日時】10月13日
（日）
【内容】・生麦事件の様子
午前10時〜午後3時
・薩英戦争の様子
【場所】県立吹上浜海浜公園
・薩英戦争後の薩摩 など
【対象】県民
【講演】10月5日
（土） 午後2時〜
【内容】
クラフト作品などの展示、
ドングリ人
（受付時間 午後1時30分〜）
形などの創作活動体験、お手玉投げ
県立図書館 大研修室
などのチャレンジランキング
【問】県立図書館 ☎099(224)9515
http://www.library.
pref.kagoshima.jp/honkan/

【問】県立南薩少年自然の家
☎ 0993(77)2500
FAX0993(77)1929

県ホームページアドレス
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10月は
「体験の風をおこそう推進月間」
です。青少年研修センターでは、
自然体験に
興味のある親子を対象に、
フィールドビンゴ
大会などを行います。自然の豊かさに親し
み、親子の絆を深めませんか。
【期日】10月19日
（土）
【場所】県立青少年研修センター
【定員】30組100人
（事前申し込みが必要）
【内容】
自然の中で親子体験、
フィールドビン
ゴ大会など
【問】県立青少年研修センター
☎099(294)2111

http://www.pref.kagoshima.jp/

