鹿児島からもっと海外へ！
〜鹿児島−香港線開設〜

九州版炭素マイレージ制度
「九州エコライフポイント」
事業
の協賛企業・団体募集

県では、
九州各県と共同で、
家庭や地域でのＣＯ２排出削
減を促進するため、電気使用
試 験
量削減などのＣＯ２排出削減に
寄与する環境活動等にポイン
トを付与し、商品やサービスと交換する九州 平成26年度 鹿児島県警察官Ａ
版炭素マイレージ制度
「九州エコライフポイ
(大学卒)採用試験
ント」
事業を実施しています。現在、
当事業の
財源となる協賛金
（1口1万円以上）
にご協力
いただける企業・団体を募集しています。
鹿児島空港の国際定期路線については、
当事業概要や申し込み方法、協賛企業・
ソウル線、上海線、台北線に加え、3月30日
団体などについては、九州版炭素マイレー
から香港線が週2便
（木・日）
体制で開設され
ジ 制 度 推 進 協 議 会 専 用 ホ ーム ペ ー ジ
ます。
（http://q-ecolife.com）をご覧ください。
県で行っている国際定期路線を利用する
団体
（6人以上）
やビジネス客に対する助成 【問】県庁地球温暖化対策課
☎099(286)2586
制度もご活用いただきながら、ますます便
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利になる鹿児島空港の国際定期路線をぜひ
ご利用ください。
鶴丸城御楼門復元のための 【試験区分・採用予定人員】
【運航ダイヤ
（鹿児島−香港線）】
○警察官Ａ

寄附金募集

男性60人、女性11人、武道2人
県経済界を中心とする鶴丸城
「御楼門」
復元
【受験資格】
実行委員会では、
御楼門を復元するための寄
○昭和58年4月2日〜平成5年4月1日に生
木・日 16：55→18：55 11:55→15：55 附金を広く県民の皆さまから募集しています。
まれた方で、学校教育法による大学(４年
【復元の目的】
※ダイヤは現地時間を記載しています。
制以上）
を卒業した方もしくは平成27年3
鹿児島の観光地としての魅力をさらに高
（香港との時差：1時間）
月末までに卒業見込みの方、またはこれ
※ダイヤは予定であり、変更されることがあ め、今後の発展的な文化芸術活動につなげ
らと同等の資格があると県人事委員会が
ります。ダイヤの最新情報など詳しくは、 ていくこととしています。
認める方
【寄附の方法】
下記までお問い合わせください。
○武道区分は、男性で柔道または剣道が3
次の金融機関に置いてある専用の振込用
【問】県庁交通政策課 ☎099(286)2457
段以上の方
紙にてお振り込みください
（手数料不要）
。
【受付期間】3月31日
（月）
〜4月16日
（水）
○鹿児島銀行、
南日本銀行、
鹿児島相互信用金
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【第1次試験日】5月11日
（日）
庫、
鹿児島信用金庫、
鹿児島興業信用組合
【試 験 地】鹿児島市
※詳しくは、
下記までお問い合わせください。
【試験内容】教養試験、論文試験、身体検査、
毎年4月2日は
「御楼門」
復元実行委員会事務局
【問】鶴丸城
実技試験
（武道区分のみ）
「世界自閉症啓発デー」
（鹿児島経済同友会）
※詳しくは、県警察ホームページをご覧いた
4月2日〜8日は
☎099(222)4492
だくか、下記までお問い合わせください。
http://www.goroumon.net/fund/private.html
「発達障害啓発週間」です
【問】県警察本部警務課
（採用係）
県庁生活・文化課 ☎099(286)2534
☎099(206)2220
http://www.pref.kagoshima.jp/
police/
くらし
運 航
鹿児島 → 香港 香港 → 鹿児島
曜 日

パスポートの氏名・本籍に

自閉症をはじめとする発達障害の方は、
他
募 集
変更がある方へ
人の意図や感情を直感的に理解することな
〜訂正の制度が変わります〜
どが苦手な場合があります。
平成26年度 鹿児島県
これらは、
親のしつけや家庭環境が原因で
パスポートの氏名・本籍を変更するには、
トライアル発注製品等募集
はなく､脳機能の発達に関係するものです。 現在「訂正申請」
と
「新たなパスポートへの
見た目では分かりにくいため、
行動や態度な 切替申請」
県内の中小企業等の振興を促進するた
の2つの方法がありますが、3月
どで誤解されることがあります。
20日からは
「訂正申請」
の制度が廃止され、 め、県内に本社・本店を有する中小企業等が
発達障害について正しく理解し、
一人一人 「記載事項変更旅券」
という新たな方式のパ 開発した製品等について、県の機関が試験
の特徴に応じて、配慮し支援していくことが スポートの申請受け付けが開始されます。 的に発注し、販路の開拓や受注機会の拡大
重要です。
「トライアル発注・販路開拓支援制度」
パスポートの申請に必要な書類や申請手 を図る
※詳しくは、県ホームページをご覧いただく 続きにつ いては、かごしま県 民 交 流セン への応募製品を募集しています。
か、
下記までお問い合わせください。
（月）
ターパスポート窓口
（☎099-221-6611）
ま 【募集期限】4月14日
※製品発注は、
平成26年度予算成立などが
でお問い合わせください。
【問】県庁障害福祉課 ☎099(286)2744
前提となります。詳しくは、県ホームペー
※詳しくは、県ホームページをご覧いただく
http://www.pref.kagoshima.jp/
ジをご覧ください。
か、
下記までお問い合わせください。
ae07/kenko-fukushi/syogaisyakai/hattatsu/keihatsu.html

【問】県庁国際交流課

☎099(286)2303 【問】県庁産業立地課

☎099(286)2964
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博物館企画展
「サンゴ礁の島々の自然」

高齢者元気度アップ・ポイント
事業に参加しませんか

〜ボランティア等でポイントが貯まります〜

鹿児島港新港区の
旅客待合所を移転します

与次郎ヶ浜・鴨池方面↓

鹿児島港新港区の旅客待合所を移転し
ます。
駐車場については、現在整備中で駐
高齢者の方の健康づくりや社会参加活動
車台数に限りがあるため、
当分の間は、な
に対し、地域商品券などに交換できるポイン
るべく公共交通機関をご利用ください。
トを差し上げることにより、健康維持や介護
（土）
午後から
予防への取り組みを促進させる事業です。 【移転日】3月15日
【移転先】
奄美
・
沖縄フェリーターミナル3階
【対象】
※第1待合所
（3月1日現在）
から桜
事業実施市町村に住む65歳以上の方
島側へ約250メートル先です。
【ポイントの対象となる活動例】
健康診査や介護予防教室、地域貢献活動、 【待合所地図】
介護施設ボランティアなど
（新）旅客待合所
【参加方法】
与 論 島（ 提 供 ／与 論 町 ）
（奄美・沖縄フェリーターミナル）
各市町村で事前登録を行ってください。
サンゴ礁の島々は、多くの生き物がすむ ※事業の名称やポイントの対象活動、交換
（現）旅客待合所
方法などは各市町村で異なりますので、
豊かな海に囲まれ、陸上にはその地域で進
詳しくは、各市町村窓口にお問い合わせ
化してきた独特の生き物たちがいます。
ください。
南のきらめく太陽の恵みを受けた島々の
豊かな自然を紹介します。
【問】県庁介護福祉課 ☎099(286)2701
【期日】3月21日
（金）
〜5月25日
（日）
【時間】午前9時〜午後5時
←鹿児島中央駅・天文館方面
【場所】県立博物館1階 企画展示室
【料金】無料
【問】県庁港湾空港課 ☎099(286)3645
催 し
【問】県立博物館 ☎099(223)6050
http://www.pref.kagoshima.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
hakubutsukan/
マリンポートかごしまへ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クルーズ船を見に行こう！

第38回企画展
「すべてはマンローから始まった
〜かごしま発掘調査のあゆみ〜」

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！
【寄港予定日】
・アザマラ・ジャーニー（マルタ）
3月12日
（水）
・クイーン・エリザベス（バミューダ）
マンロー肖像 写 真
3月15日
（土）
※日本初寄港
（ 北 海 道 平取 町沙 流 川 歴 史 館 蔵 ）
・フォーレンダム（オランダ）
3月29日
（土）
日本の考古学の基礎づくりに大きく貢献
したイギリスの医師 Ｎ.Ｇ.マンローは、大正３ ・シルバー・シャドー（バハマ）
4月28日
（月)
（1914）
年に鹿児島市吉野町の石郷遺跡で、
鹿児島県初の考古学的調査を行いました。 ※原則として船内見学は出来ません。天候
や運航スケジュールなどの事情により、
日
この企画展では、マンローの業績を中心に
程等は変更されることがあります。寄港
鹿児島県の発掘調査の歩みを紹介します。
情報は、県ホームページをご覧ください。
【期間】3月23日
（日）
まで開催中
【場所】上野原縄文の森
【問】県庁観光課 ☎099(286)3006
展示館企画展示室
http://www.pref.kagoshima.jp/
【入場料】展示館利用料金が必要
ah09/infra/port/minato/cruising/
【問】上野原縄文の森

☎0995(48)5701

h26nyukouyotei.html
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さまざまな特典がある
公社分譲宅地で
マイホームを検討して
みませんか

ガーデ ンヒルズ 松 陽 台

県住宅供給公社では、県内4団地で宅地
を分譲中です。住宅見学会やマイホームセ
ミナーなども随時開催しています。
【公社分譲宅地】
・ガーデンヒルズ松陽台(鹿児島市松陽台町）
・妙円寺団地
（日置市伊集院町妙円寺）
・永利ホープタウン
（薩摩川内市永利町）
・パークヒルズ鹿屋
（鹿屋市新生町）
【公社分譲宅地３つのポイント】
・上下水道やガス配管を引き込み済
・ゆとりの敷地
（60坪以上）
・団地内道路が広く、車の離合や出し入れ
がラクラク
【問】鹿児島県住宅供給公社
☎099(226)7831
http://k-jkk.jp

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

