募 集
「かごしま食の健康応援店」に
登録しませんか
「かごしま食の健康応援店」とは、健康に
配慮したメニューや食に関する健康情報の
提供を通して、県民の健康づくりを応援す
る飲食店や弁当・惣菜店などです。
あなたのお店でも、県民の健康づくりを
応援してみませんか！
〈応援店としての主な取組〉
（いずれか1つでも可）
○メニューに栄養成分の表示
○ヘルシーメニューの提供
○ヘルシーオーダーへの対応
○食事バランスガイドの表示
○その他健康に配慮した対応 など

Ｈ−ⅡＡロケット打ち上げを
ライブ中継します
大画面でロケット打ち上げの迫力を体感
しよう！
○日 時
8月16日（木）
午前9時〜
午前10時頃
○場 所
JR鹿児島中央駅
アミュ広場など
（予定）

（問い合わせ先）
県庁地域政策課 1099（286）2424

鹿児島県職員募集
（中級・初級試験）

（問い合わせ先）
県庁健康増進課 1099（286）2717

「薩摩焼パリ伝統美展」
〜パリ万博140周年記念〜
本年は、薩摩焼を初出展した第2回パリ
万博（1867年）から140年目の節目の年。
世界最高峰の陶磁器専門美術館である
パリ近郊のセーブル美術館で「薩摩焼パリ
伝統美展」が開催されます。
○会 期 11月20日（火）〜
平成20年2月18日（月）

※打ち上げ日時は、天候などの影響で変更
される場合があります。
※打ち上げに関する情報は、宇宙航空研究
開発機構のホームページ（http://www.
jaxa.jp/）をご覧ください。

試 験

▲登録店ステッカー

催 し

インターネットで受験申込ができます。
○試験区分 ・中級 教育事務
・初級 一般事務、警察事務
○受付期間 8月6日（月）〜8月22日（水）
※インターネットによる受験申込は、
8月6日（月）〜8月20日（月）
○試 験 日 9月23日（日）
○試 験 地 鹿児島市
※受験資格、申込書の配布場所など詳しい
ことについては、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。
（問い合わせ先）
県人事委員会事務局総務課
1099（286）3893・3894

また、同美展の会期中に、エッフェル塔近
くのパリ日本文化会館で現代薩摩焼の作家・
窯元などによる「現代薩摩の陶芸パリ展」
も開催されます。
○会期 11月21日（水）〜12月15日（土）
同美展の開催を 記 念して、鹿児島発着
のチャーター便による観賞ツアーも実施さ
れます。パリの地で、薩摩焼の魅力に触れ
てみませんか。
○ツアー日程 11月19日（月）〜
11月25日（日）
（5泊7日）
※詳しいことについては、実行委員会ホー
ムページ（http://www13.synapse.ne.jp/
satsumaparis/ 7月5日〜 http://
www.pariten.jp/）をご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
（問い合わせ先）
県庁かごしまＰＲ課
1099（286）3053

◎このコーナーに掲載している情報や、さらに詳しい関連情報については、県ホームページ（http://www.pref.kagoshima.jp/）からご覧に
なれます。
※紙面の都合上、紹介できなかったその他の情報についても掲載しています。
◎携帯サイト
「かごしまモバイル県庁」
（http://mobile.pref.kagoshima.jp/）もご利用ください。
※「かごしまモバイル県庁」へは、上記アドレスを直接入力するか、右のQRコードを読み取る（バーコードリーダー機能のある機種
のみ）ことによりアクセスすることができます。

&

くらし
サマージャンボ宝くじ

（問い合わせ先）
県庁財政課 1099（286）2177

山川・根占航路を利用しましょう！

工業団地立地企業募集
鹿児島臨空団地は、鹿児島空港および九
州縦貫自動車道溝辺鹿児島空港ＩＣに隣接し、
優れたアクセス環境にあります。
鹿児島県では、企業の皆さまの鹿児島臨
空団地へ の立地をサポートするために、
土地購入費に対する補助制度や土地の貸
付（リース）制度など、支援措置の充実を
図っています。
多くの企業の進出をお待ちしています。

「森のごちそうコンクール」
アイデア募集！
森の恵みを使った料理コンクールを開催
します。
○募集コース
・たけのこコース
・しいたけコース
・きのこ・山菜コース
○応募条件
▲しいたけしゅうまい
（昨年の最優秀賞）
・ジュニアの部
県内在住の小・中・高校生
・一般の部
小・中・高校生を除く県内在住の方
○応募締切 9月21日（金）必着
※詳しい申し込み方法、コンクール内容な
どについては、県ホームページをご覧い
ただくか、下記までご連絡ください。
（申込・問い合わせ先）
県庁林業振興課 1099（286）3364

工業団地名：鹿児島臨空団地
所 在 地：霧島市溝辺町麗
霧島市隼人町西光寺
分 譲 面 積：15.9ｈａ
対 象 業 種：製造業
道路貨物運送業、卸売業、
倉庫業等流通関連業

県営松陽台団地入居者募集

本土最南端の山川・根占航路に就航する
フェリー「ぶーげんびりあ」が、新たに「錦
江湾BINGO!スタンプラリー」のポイント地
点になりました。
これからの旅行シーズン、フェリーを使っ
て錦江湾をぐるっと一周してみませんか？
＜本土最南端のフェリー航路＞
平日4往復（土・日・祝日5往復）
山川漁港発→根占港着 根占港発→山川漁港着
18：00→18：50

9：00→ 9：50

10：00→10：50

11：10→12：00

★12：10→13：00 ★13：10→14：00
14：10→15：00

15：10→16：00

16：10→17：00

17：10→18：00

★は土・日・祝日のみ運航。
（問い合わせ先）
県庁交通政策課 1099（286）2455

'

この他、鹿児島臨海工業地帯１号用地、国
分上野原テクノパークなど、多くの優良な
工業団地があります。
（問い合わせ先）
県庁産業立地課 1099（286）2985

本年度竣工予定の県営松陽台団地第2
期竣工分の新規入居者を募集します。
○申込受付期間 8月27日（月）〜29日（水）
※詳しいことについては、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。
（問い合わせ先）
（財）鹿児島県住宅・建築総合センター管理課
1099（224）4546

みやまコンセール
霧島市牧園町

TEL0995（78）8000

●第28回霧島国際音楽祭「音楽三都物語Ⅲ〜ライ
プチヒ、
ロンドン、
ヴェネツィア」

世界的な名フルート奏者ティモシー・ハッチンス、
ソプラノ歌手アンナ・トモワ-シントウの参加、林
隆三の語りと音楽祭アーティストとの共演など
今年も話題満載。
国内外から集まった150人を超える受講生の
公開レッスンと、60人余りの国際的音楽家によ
る18のコンサートが行われます。
○開催期間 7月20日（金）〜8月5日（日）
○会
場 みやまコンセール、鹿児島カテドラ
ル・ザビエル記念聖堂、宝山ホール、
霧島神宮、上野原縄文の森 ほか
●オープニング・ガラ・コンサート
○日 時 7月22日（日）午後4時開演
○場 所 みやまコンセール・主ホール
○入場料 指定席
3.500円
自由席 大
人 3,000円
高校生以下 1,000円
親
子 3,500円
●みやまファミリーコンサート
生演奏でおくる幻想的な影絵のアンサンブル
みる コンサート物語
〜あふれる光の中から生まれる音楽会〜

○日 時 8月26日（日）午後2時開演
○出 演 影絵劇団かしの樹 ほか
○演 目 「100万回生きたねこ」
○入場料 （全席自由）※未就学児の入場ができます。
一
般
2,500円
高校生以下（3歳以上） 1,000円
親子（一般1人＋高校生以下1人）
3,000円
※入場券は、みやまコンセール、宝山ホール（県文
化センター）および各プレイガイドにて発売中。

http://www2.synapse.ne.jp/miyama/

県立博物館
鹿児島市城山町

TEL099（223）6050

●企画展「夏休み！理科研究」
昨年度、児童生徒の皆さんがまとめた優れ
た理科研究記録や標本を展示し、研究の進め
方や標本の作り方についても紹介します。
○日 時 7月7日（土）〜9月2日（日）
午前9時〜午後5時
○場 所 宝山ホール（県文化センター）
4階化石展示室
○料 金 無料
●特別企画展「鹿児島の天然記念物〜未来に引
き継ぐ自然遺産」
鹿児島は、亜熱帯から温帯までの気候のな
かにあり、動植物の種類が豊富です。また、火
山活動も活発で変化のある地形や地質が見ら
れます。このため、
「自然の宝」である天然記
念物が多く、中でも貴重な特別天然記念物が
日本一多い県です。鹿児島の天然記念物の価
値や現状などについて紹介します。
○日 時 7月14日（土）〜9月2日（日）
午前9時〜午後5時
○料 金 無料

▲ アマミノクロウサギ

●プラネタリウム夏編
夏の星空に見られる「天の川」
「夏の大三角」
などの特徴的な天体を紹介します。
星物語では、
りゅう座にまつわるギリシャ神
話の「黄金のリンゴを守る竜」、特集ではヘラ
クレス座にまつわる「ヘラクレスの冒険」を
紹介します。
○日 時 9月2日（日）まで
午前11時〜、午後1時30分〜
午後3時〜（各30分）
○場 所 宝山ホール（県文化センター）
4階プラネタリウム
○料 金 小・中 学生 110円（80円）
高校生以上 200円（170円）
（ ）は団体料金。
毎週土曜日は小・中・高校生は無料。

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

宝山ホール（県文化センター）
鹿児島市山下町 TEL099（223）4221
指宿市
●第28回霧島国際音楽祭「宝山ホール公演」
○日 時 8月3日（金）午後7時開演
○出 演 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット
コールみやま（指揮 田中信昭）
ヴォルトォーゾ・オーケストラ・キリシマ ほか
3,500円（当日4,000円）
○入場料 指定席
自由席
一
般 3,000円（当日3,500円）
高校生以下 1,500円（当日2,000円）
親
子 3,500円（当日4,000円）
●イッツフォーリーズ公演
ファンタジーミュージカル
「霧のむこうのふしぎな町」

○日 時 8月19日（日）午後2時開演
○入場料（全席指定）
大
人 2,000円（当日2,500円）
小学生以下 1,000円（当日1,500円）
●鹿児島のミュージシャンたちがジャンルと
世代を超えて織りなすワンナイトセッション
「Ｋａｇｏｓｈ
ｉｍａ Ｍｕｓ
ｉ
ｃＬ
ｉ
ｖｅ」
○日 時 9月1日（土）午後6時開演
○出 演 大山百合香
木下航志
ＡＲＴＳ
鹿児島ゴスペルクワイア
田島良一トリオ
○入場料 全席指定3,000円（当日3,500円）
※各イベントのチケットについては、宝山ホール
および各プレイガイドでお求めください。

http://www.houzanhall.com

※県ホームページ トップページ→リンク集〈県の公共施設〉からアクセスできます。



県政広報番組

テレビ＆ラジオ

テレビ
MBC

毎週土曜日
11:15〜11:30

リポーターが県内各地
に出かけ、県政情報をお
伝えします。
毎週抽選で素敵な特産
品が当たります。

KTS

毎週土曜日
17:25〜17:30

だじゃれ好きのお父さん、
お ちゃめ な お 母 さ ん 、
しっかりものの智ちゃん、
元気な教くん、やさしい
おじいちゃん、
おばあちゃ
ん。薩摩家の6人家族が
県 政を 分かりや すくお
伝えします。

KKB

県立図書館

TV

鹿児島市城山町
毎週土曜日
11:30〜11:45

國方栄利子アナウンサ
ーが番組を進行するニ
ュース的な手法により、
県政の施策や話題など
を3部構成で紹介します。

KYT

毎週日曜日
11:40〜11:45

ラジオ



毎週日曜日
7:40〜8:00

●第2回しろやま教養講座
「鹿児島の農畜産物から見た食育」
県内の様々な取組を紹介しながら、鹿児島
の農畜産物をとおして食育のあり方を見つめ、
提言します。
○日 時 7月14日（土）
午後1時30分〜午後3時
○講 師 ＪＡ鹿児島県経済連 有川唱次さん
○受講料 無料

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

奄美パーク
奄美市笠利町

月曜〜金曜

ミューＦＭ 9:27〜9:32

サザン
モーニング

ジョイフル
かごしま

県の行事や制度などをア
ナウンサーと県担当者な
どとの対談で紹介し、
また、
軽音楽にのせて県政の話
題を紹介します。

さわ や か なＢＧＭに の
せて、県の楽しいイベン
トなどを 中 心に紹 介し
ます。

上野原縄文の森
霧島市国分

TEL0995（48）5701

●ふるさと再発見，
霧島山麓カルチャーツアー
霧島山麓に展開する文化施設を巡り、
ふる
さとのすばらしさを再発見しよう!
○期 日 8月11日（土）
○定 員 小学生以上 45人
（小学生は引率者の同伴が必要です）
○参加料 小・中 学 生 2,000円
高校生以上 2,500円
○行 程
上野原縄文の森（体験活動など）→みやまコ
ンセール（ミニコンサート）→霧島アートの
森（芸術作品鑑賞）
○申込締切 7月28日（土）まで

TEL0997（55）2333

外 国 人リポ ー タ ー「ヒ
リー 」が 県 内 各 地に出
かけ、生活に身近な情報
や時の話題などを楽し
く紹介します。

◎最新の番組内容を、
県ホームページトップページ →広報・広聴→広報誌・広報番組
から動画でご覧いただけます。

MBC

TEL099（224）9514

●奄美の郷ライブステージ
○日 時 7月15日（日）午後1時30分〜
○場 所 奄美の郷イベント広場
●「アマミ亜熱帯のいぶき」常田守写真展
○会 期 7月22日（日）〜8月12日（日）
○場 所 田中一村記念美術館企画展示室
●奄美パークサマーコンサート
○日 時 8月19日（日）午後1時30分〜
○場 所 奄美の郷イベント広場

http://www.amamipark.com/
■県の人口 1，
733，
956 人

（対前月779人増）

男

809，
439 人

（対前月527人増）

女

924，
517人

（対前月252人増）

■世 帯 数 732，
502 世帯（対前月6,967世帯増）
（平成19年5月1日現在）

●夏休み縄文キャンプ村
○期日・内容
第1回7月21日（土）〜22日（日）
「カブトムシ合戦」
「きもだめし大会」
第2回8月4日（土）〜5日（日）
「水鉄砲合戦」
「森の探検・クワガタ取り」
第3回8月25日（土）〜26日（日）
「仮面作り」
「火まつり」
各回共通
「縄文料理・竪穴住居宿泊体験、縄文服作り」
○時 間 午前10時〜翌日正午
○対 象 小学生以上各回8家族（グループ）
（小学生は引率者の同伴が必要です）
○参加料 1人2,000円（食費、材料費など）
※各イベントについての申し込み方法など詳し
いことについては、
お問い合わせください。

http://www.jomon-no-mori.jp/

