フェリー
「さんふらわあ」
に
ぐりぶールームが登場

鹿児島からもっと海外へ！
〜鹿児島−香港線開設〜

鹿児島空港の国際定期路線については、
試 験
志布志ー大阪間を毎日運航しているフ ソウル線、上海線、台北線に加え、3月30日
ェリー「さんふらわあ」
に、各船１室限定で から香港線が週2便（木・日）運航していま 鹿児島県職員採用試験を実施します
「ぐりぶーとさくらの仲良し船旅ルーム」
が す。国際定期路線を利用する団体旅行者
（6 【試験区分】
登場しました。
人以上）
やビジネス客への助成制度をご活 ○上級試験
鹿児島県の東の玄関口である志布志港 用いただき、便利な鹿児島空港の国際定期 ○民間企業等職務経験者職員採用試験
のフェリーターミナルもリニューアルオー 路線をぜひご利用ください。
【受付期間】5月7日
（水）
〜23日
（金）
プンし、
より快適にご利用いただけます。 【運航ダイヤ
（鹿児島−香港線）
】
※インターネットによる受験申し込みは、
快適な個室も選べる各種割引プランを
5月7日
（水）
〜5月21日
（水）
運航曜日 鹿児島 → 香港 香港 → 鹿児島
利用して、
ぐりぶー・さくらと一緒に関西へ
【試 験 日】6月22日
（日）
木・日 16：25→18：30 11:25→15：30
の船旅を楽しみませんか。
【試 験 地】鹿児島市
志布志港へのアクセスは、鹿児島中央駅 ※ダイヤは現地時間を記載しています。
【受験資格】
からの直行バスが便利です
（乗船者無料、 （香港との時差：−1時間）
○上級試験
要事前予約）
。
原則として22〜29歳
（保健師は21〜29歳）
【問】県庁交通政策課 ☎099(286)2457
※詳しくは、下記予約センターまでお問い
○民間企業等職務経験者職員採用試験
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
合わせください。
30〜39歳
（民間企業等での職務経験が
5年以上必要(平成26年3月31日現在))
【問】
フェリーさんふらわあ予約センター
若者の就職を支援します
※年齢はいずれも平成27年3月末現在
☎0120(3268)56
県立高等技術専門校や若者就職サポート
【そ の 他】
http://www.ferry-sunﬂower.co.jp/
センターでは、若者の就職をサポートしてい
試験案内および受験申込書は、県庁など
県庁交通政策課 ☎099(286)3302 ます。
県の機関で配布しています。
【県立高等技術専門校】
詳しくは、県ホームページをご覧いただく
募 集
各分野に関する職業訓練を実施
か、下記までお問い合わせください。
○吹上高等技術専門校
【問】県人事委員会事務局総務課
親子でハンセン病療養所を
☎099(296)2050
☎099(286)3893・3894
訪問してみませんか
自動車工学・機械整備・金属加工分野
県では、
ハンセン病問題に対する正しい知 ○宮之城高等技術専門校
識の普及啓発を図るために、
療養所の訪問を
☎0996(53)0207 住宅建築分野
くらし
希望する親子などを募集しています。
○姶良高等技術専門校
5月12日は
【対 象】小・中学生、高校生とその保護者など
☎0995(65)2247 ハイテク分野
民生委員・児童委員の日です
【実施日・募集期間等】
○鹿屋高等技術専門校
☎0994(44)8674 電気設備分野
民生委員・児童委員は、住民の立場に立っ
奄美和光園
療 養 所 星塚敬愛園
て、安心で暮らしやすい地域社会をつくるた
（金） 8月22日
（金） 【若者就職サポートセンター】
日
時 8月8日
若者の就職に関するさまざまなサービスを提供 めに活動しています。
募
集 5月23日(金) 5月23日(金)
期
間 〜7月15日(火) 〜8月1日(金)
生活上の心配ごとの相談など、お住まい
○本所 ☎099(216)9001
募集人員 先着１３０人
先着３０人
の地区を担当している民生委員・児童委員
鹿児島商工会議所
（アイム）
ビル3階
にお気軽にご相談ください。
※詳しくは、県ホームページをご覧いただく ○鹿屋サテライト ☎0994(36)0061
※詳しくは、市町村の福祉担当課か、下記ま
鹿屋市産業支援センター2階
か、下記までお問い合わせください。
でお問い合わせください。
※開館日：
月〜金曜日
（祝日
・
年末年始は休み）
【問】県庁健康増進課
（ハンセン病担当窓口）
☎099(286)2720

【問】県庁雇用労政課

☎099(286)3028 【問】県庁社会福祉課

☎099(286)2824
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博物館まつり

博物館ってどんなところだろう。バック
ヤードツアーや自然観察会、
竹笛や星砂探し
に挑戦する楽しい実験、
チョウや化石との触
れあいコーナーなど催しがいっぱいです。
【日時】5月18日
（日）午前10時〜午後4時
【場所】県立博物館
宝山ホール
（県文化センター）
4階
【料金】無料
※詳しくは、
県立博物館ホームページをご覧
ください。
【問】県立博物館

☎099(223)6050

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

第61回県美展

洋画・日本画・彫刻・工芸・デザイン・写真
の６部門の作品を展示します。県内在住者
および出身者の公募作品から選ばれた力作
を、ぜひご覧ください。
【期 間】5月17日
（土）
〜25日
（日）
【会 場】県歴史資料センター黎明館
鹿児島市立美術館
【観覧料】大
人 500円
高校・大学生 300円
※中学生以下無料

ほ う れ き ち す い

〜宝暦治水260年記念企画展〜 地産地消の応援団を募集中です！
県では、県産農林水産物への理解と地産
宝暦治水と平田靭負
ひ ら

た ゆ き

え

― 薩摩藩家老の系譜 ―

平成26
（2014）
年は、宝暦治水から260
年に当たります。これを記念し、宝暦治水事
業と
「薩摩義士」
の顕彰、家老平田靱負につ
いて取り上げるとともに、江戸時代に藩政
を担った代表的な家老の活動を通して、薩
摩藩家老の系譜や鹿児島の先人の姿を紹
介します。
【期 間】5月20日
（火）
〜7月27日
（日）
【観覧料】常設展示入館料でご覧になれます。
【問】県歴史資料センター黎明館
☎099(222)5396
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第35回霧島国際音楽祭
キリシマ祝祭管弦楽団公演

地消の取り組みを進めていただくため、積極
的な情報発信役となる「地産地消推進サポ
ーター」を募集しています。
【募集期間】随時
【対 象 者】
○県産農林水産物を愛す
る県内在住の個人
○情報発信手段として電子媒体の利用が可
能で、電子メールアドレスを有する方
【サポーターの役割】
○地産地消に関する情報の発信（口コミ、
ブログ、研修会、授業など）
○県が実施する地産地消の取り組みや調査
への参加・協力
※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】県庁農政課

☎099(286)3093

催

し

マリンポートかごしまへ
クルーズ船を見に行こう！

国内外で活躍する霧島国際音楽祭の講
師やアーティストで構成された特別編成
オーケストラの音色をお楽しみください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【日 時】7月31日
（木）午後7時開演
（午後6時50分からプレトーク）
第39回企画展
【会 場】宝山ホール
（県文化センター）
明らかになった
【入場料】
Ｓ席 4,500円 Ａ席 3,000円
郷土の歴史と文化
マリンポートかごしまに国際クルーズ船
Ａ席高校生以下 2,000円
〜出土品からわかる他地域とのつながり〜
が寄港します。
ご家族、
ご友人、みんなでク
※全席指定。未就学児は入場不可
野を越え山
ルーズ船を見てみませんか
！
【曲 目】交響曲 第６番 「田園」
を越え、そして
【寄港予定日】
ピアノ・ヴァイオリンとチェロのた
海 を 渡った 郷
・サファイア・プリンセス
（バミューダ）
めの三重協奏曲 ほか
土の先人たち
5月5日
（月
・
祝）
【出演者】下野竜也
（指揮）
、ダニエル・ゲーデ
の足跡を、北薩
（バミューダ）
（ヴァイオリン）
、堤剛
（チェロ）
、
クシ ・ダイヤモンド・プリンセス
地域をはじめと
6月18日
（水）
シュトフ・ヤブウォンスキ
（ピアノ）
ほか
する発 掘 調 査
・サン・プリンセス
（バミューダ）
【問】宝山ホール ☎099(223)4221
の 成 果 などを
6月19日(木)
もとにたどって
※原則として船内見学は出来ません。天候や
虎居城跡発掘風景（さつま町）
いきます。
運航スケジュールなどの事情により、
日程
県ホームページアドレス
【期 間】
7月6日
（日）
まで開催中
等は変更されることがあります。寄港情報
【入場料】
展示館利用料金でご覧になれます。
は、
県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/
【問】上野原縄文の森 ☎0995(48)5701
【問】県庁観光課 ☎099(286)2997

【問】県庁生活・文化課 ☎099(286)2537

とらいじょうあと
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