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第３６回霧島国際音楽祭
キリシマ祝祭管弦楽団公演

　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２９日（水）午後７時開演
　　　　（午後６時５０分からプレトーク）
【会　場】宝山ホール（県文化センター）
【入場料】Ｓ席　５，０００円　Ａ席　３，５００円
　　　　Ａ席高校生以下　２，５００円
　　　　※全席指定。未就学児は入場不可
【曲　目】ヴァイオリン協奏曲　第２番／　
　　　モーツァルト
　　　　交響曲　第４番／ベートーヴェン
　　　ほか

【出演者】下野竜也（指揮）、樫本大進（ヴァイ
　　　オリン）、キリシマ祝祭管弦楽団

【問】宝山ホール　☎099(223)4221

第６２回県美展  奄美関連作家展
　第６２回県美展で入賞・入選した奄美群島在
住作家の絵画・写真に加え、田中一村記念美
術館賞受賞作品を展示します。
　ぜひ、ご家族、ご友人とお楽しみください。
【期　間】６月７日（日）～２８日（日）
　　　　※６月１７日（水）は休館日
【会　場】田中一村記念美術館  企画展示室
【観覧料】無料
【フロアトーク】
　６月７日（日）午後２時から作家による作品
解説を行います。
【問】田中一村記念美術館
　　☎0997(55)2635

薩摩藩英国留学生渡航１５０年記念企画展
幕末薩摩の
留学生

－日本近代化の　
　若き先駆者たち－
　今から１５０年前の元
治２年３月２２日（１８６５年
４月１７日）に、串木野郷
羽島浦からイギリスへ密航した薩摩藩英国
留学生を中心に、関連する資料を展示すると
ともに、後に外交、経済、教育などのさまざま
な分野で、日本の近代化に貢献した彼らの思
想や生き方を紹介します。
【期　間】７月２６日（日）まで
【会　場】県歴史資料センター黎明館３階
　　　　企画展示室
【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

催　し

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

募　集
第３０回国民文化祭・
かごしま２０１５

かごしま漫画フェスティバル
漫画作品募集

　かごしま漫画フェスティバルでは、「鹿児
島」をテーマとした漫画作品を募集していま
す。奮ってご応募ください。
【テーマ】
　黒豚・黒牛・黒酢など鹿児島独自の「黒文
化」や鹿児島の歴史、観光、人物、産業など
【応募資格】
　プロ・アマ、年齢などは問いません。ただ
し、未投稿のオリジナル作品に限ります。
【参加料】無料
【応募締め切り】７月３１日（金）当日消印有効
※詳しくは、かごしま国文祭ホームページをご
覧いただくか、かごしま漫画クロデミー賞
実行委員会事務局（☎070-5410-5329）
までお問い合わせください。

【問】第３０回国民文化祭鹿児島県実行委員
　　会事務局　☎099(286)2858　　

分野別フェスティバル
市町村主催事業の作品募集

　市町村主催の分野別フェスティバルで、
文芸や美術などの作品を募集しています。
【募集作品】
　短歌、俳句、現代詩、川柳、紀行文、日本
画、洋画、いけばな、押し花絵、ちぎり絵、和
紙はり絵、造形、チェンソーアート、デジタル
アート、ＣＧアート、宇宙芸術、貝殻アート、木
製工芸、写真
※各作品の募集要項が異なりますので、詳し
くは、かごしま国文祭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】第３０回国民文化祭鹿児島県実行委員
　　会事務局　☎099(286)2847　　

試　験
鹿児島県職員採用試験を実施します
【試験の種類】
○上級試験
○民間企業等職務経験者職員採用試験
【受付期間】５月１１日（月）～２７日（水）
※インターネットによる受験申し込みは、
５月１１日（月）～２５日（月）

【第１次試験日】６月２８日（日）
【試験地】鹿児島市
【受験資格】
○上級試験
　原則として、２２～２９歳（保健師は２１～２９歳）
○民間企業等職務経験者職員採用試験
　３０～３９歳（民間企業等での職務経験が
　５年以上必要（平成２７年３月３１日現在））
※年齢はいずれも平成２８年３月末現在
【その他】
　試験案内および受験申込書は、県庁など
県の機関で配布します。
※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】県人事委員会事務局総務課
　　☎099(286)3893･3894

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

第６２回県美展
　県内在住者およ
び出身者の公募作
品から選ばれた力
作を展示します。
　洋画・日本画・彫
刻・工芸・デザイン・
写真の６部門の、み
どころたっぷりの県
美展をお楽しみく
ださい。
【期　間】５月１６日（土）～２４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
【問】県庁生活・文化課  ☎099(286)2537

博物館まつり
　博物館てどんなところだろう。
　バックヤードツアーや城山植物探検隊、
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も
のがいっぱいです。
【日時】５月１７日（日）午前１０時～午後４時
【会場】県立博物館
　　　宝山ホール（県文化センター）４階
【料金】無料
【問】県立博物館　☎099(223)6050
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第４２回企画展　蘇るＳＨＯＫＵ Ⅰ
～「食」から見える古の生活～

　獲物を求めて
山野を駆け巡る
遊動の生活から、
農耕などによる
定住の生活へ。
環境の移り変わ
りに適応しなが
ら、さまざまな知恵と工夫で生き抜いてき
た古の人々の生活ぶりを「食」というテーマ
で紹介します。
【期　間】７月５日（日）まで
【会　場】上野原縄文の森展示館
　　　　企画展示室
【入場料】展示館利用料でご覧になれます。
【問】上野原縄文の森　☎0995(48)5701

若者の就職を全力で
サポートします

　若者就職サポートセンターや県立高等
技術専門校では、若者の就職を支援して
います。
【若者就職サポートセンター】
　若者の就職に関するさまざまなサービス
を提供します。
○本所
　鹿児島商工会議所（アイム）ビル３階
　☎０９９（２１６）９００１
○鹿屋サテライト
　鹿屋市産業支援センター２階
　☎０９９４（３６）００６１
　※開館日：月～金曜日
　　　　　（祝日・年末年始は休み）
【県立高等技術専門校】
　各分野の職業訓練を実施します。
○吹上高等技術専門校
　自動車工学・機械整備・金属加工分野
　☎０９９（２９６）２０５０
○宮之城高等技術専門校
　住宅建築分野
　☎０９９６（５３）０２０７
○姶良高等技術専門校
　ハイテク分野
　☎０９９５（６５）２２４７
○鹿屋高等技術専門校
　電気設備分野
　☎０９９４（４４）８６７４
【問】県庁雇用労政課　☎099(286)3028

広 告

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

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。
【寄港予定日】
・サファイア・プリンセス（イギリス）
　５月１１日（月）、２６日（火）、６月２０日（土）
・ロストラル（フランス）
　５月１７日（日）
・ヘンナ（マルタ）
　６月２８日（日）
※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、日程
等は変更されることがあります。寄港情報
は、県ホームページをご覧ください。

【問】県庁観光課　☎099(286)2997

いにしえくらし

楠隼中学校・楠隼高等学校の
学校説明会を開催します

　楠隼中高一貫教育校の学校説明会を開
催します。事前の申込みは不要ですので、
会場に直接お越しください。
　楠隼中高一貫教育校に興味をお持ちの
皆さんのお越しをお待ちしています。
【県内】

【県外】

※開催時間や会場など詳しくは、
　楠隼中高一貫教育校ホームページ
　（http://www.edu.pref.kagoshima.jp/
　sh/nansyun/）でご確認ください。
【問】県立楠隼中高一貫教育校
　　☎0994(65)1192

なん しゅん

開 催 日

開 催 日 開催都府県

開催市町村
肝付町、西之表市、南大隅町
伊佐市、鹿児島市、湧水町
出水市
曽於市、南さつま市、
霧島市、日置市
薩摩川内市、姶良市
志布志市、鹿屋市
枕崎市、指宿市、和泊町
鹿児島市、徳之島町
奄美市、鹿屋市

宮崎県
沖縄県、愛知県
神奈川県、佐賀県、
東京都、長崎県
大阪府
京都府
熊本県、岡山県
福岡県、千葉県
宮城県
山形県、長野県

５月１０日（日）
    １６日（土）
 　 １７日（日）
 　 ２３日（土）

 　 ２４日（日）
 　 ３０日（土）
 　 ３１日（日）
６月２０日（土）
 　 ２１日（日）

６月  ６日（土）
    　７日（日）
 　 １３日（土）
 　 １４日（日）
 　 ２７日（土）
 　 ２８日（日）
７月  ４日（土）
　　　５日（日）
 　 １１日（土）
 　 １２日（日）

県ホームページアドレス　　http://www.pref.kagoshima.jp/

石皿と磨石
（永迫平遺跡・日置市）


