年末ジャンボ宝くじ

（問い合わせ先）
県庁財政課 1099（286）2177

くらし

募 集

肥薩おれんじ鉄道への
支援のお願い

「チャレンジ霧島 in winter」
〜雪と氷と仲間たち〜

●乗車のお願い
多くの方に利用していただくことを目
的にポスターを作りました。
乗車への協力をお願いします。

催 し
「税を考える週間」
11月11日〜17日

厳冬の霧島連山縦走で困難に打ち勝つ
強い心と体をつくろう！
（日）
〜12月25日
（火）
○期 日 12月23日
○場 所 霧島連山およびえびの高原
○対 象 小学5年生から高校生まで
○申込み 参加申込書（ホームページに掲
載）に必要事項を記入・押印の
上、郵送。11月24日（土）必着
※50人限定。応募者多数の場
合は抽選となります。
（問い合わせ先）
県立霧島自然ふれあいセンター
10995（78）2815

生活に深い関わりを持つ税について、仕
組みや目的を考え、税に対する理解を深め
るために設けられています。
この機会に、家庭や職場などで私たちの
「少子・高齢社会と税」について考えてみま
せんか。
●ザ・タックスフェスタ2007
○日 時 11月11日（日）
午前11時〜午後4時
○場 所 アミュ広場（ＪＲ鹿児島中央駅前）
○内 容 税に関する作品・パネルの展示
書道パフォーマンス・税金クイズ
大会・ミニコンサート など
※そのほか、期間中は、県内各地で税に関
する作品展やパネル展が開催されます。

●経営安定基金支援のお願い
○基金の目的
肥薩おれんじ鉄道の経営の安定を図る
ために設置されました。
○基金の使い道
鹿児島県内での災害発生時の復旧工事
などに活用されます。
○支援金額
いくらでも結構です。
※詳細については、下記までお問い合せく
ださい。

（問い合わせ先）
県庁税務課 1099（286）2196

（問い合わせ先）
県庁交通政策課 1099（286）2465

◎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。

&

県立農業大学校「農大祭」

広く県民の皆様にキャンパスを開放して「農
大祭」を盛大に開催します。
農大生が真心込めて生産した農産物や
黒毛和牛肉、黒豚肉などを販売します。
体験・講演など各種コーナーもあります
ので、農大キャンパスにお気軽にお越しく
ださい。
「農業開発総合センター公開デー」も同
時開催します。
○日 時 12月15日（土）
午前10時〜午後2時30分
○場 所 県立農業大学校キャンパス
（日置市吹上町1800番地）
○内 容 農畜産物の販売、模擬店、公開
講座、農業研究体験コーナー、
トラクター試乗、抽選会、農大
バスツアー

（問い合わせ先）
農業大学校 1099（245）1071

かごしま地域文化創造事業
「薩摩の歴史・文化再発見」をテーマに多
彩なプログラムをお楽しみください。
○日 時 12月16日（日）
午後0時30分開演
○場 所 鹿児島純心女子大学
江角記念ホール
○内 容
①芸能発表会
津軽三味線立石流宇藤三弦会
さつま民謡同好会
薩摩川内市はんや節同好会
白男川小学校和太鼓少年団
②基調講演
「薩摩の歴史と文化−海の視点から−」
尚古集成館館長 田村省三さん
③歴史劇 劇団シシン川内
④シンポジウム「薩摩の歴史と文化」
○入場料 無料
（問い合わせ先）
県庁生活・文化課 1099（286）2537

かごしまデジタルコンテンツ
フォーラム開催

○日 時 12月15日（土）
午後1時〜午後4時40分
○場 所 県市町村自治会館
○内 容
・特別講演
「ナンセンス＝マシーンズのできるまで」
明和電機社長 土佐信道さん
・鹿児島ＣＧコンテスト（Ｄｒ
ｉ
ｎｋ 07）
表彰式
・ＣＧショー 河口洋一郎さん
（東京大学大学院教授：西之表市出身）
○入場料 無料
（問い合わせ先）
鹿児島ＣＧコンテスト実行委員会
（上野原ビジネスプラザ内）
10995（45）3511

'

第16回かごしまフォト農美展

「二世代の笑い」平井孝八 撮影場所／蒲生町
（第15回かごしまフォト農美展 南日本新聞社賞）

農業・農村の生活、生産風景や伝統行事
などを対象とする公募写真展です。
○会 期 11月28日（水）〜12月2日（日）
○場 所 県歴史資料センター黎明館
第2特別展示室
○入場料 無料
（問い合わせ先）
県農業農村整備情報センター
1099（223）6195

県障害者保健福祉大会
障害および障害者に対する県民の理解と
認識を深めることを目的に開催します。
○日 時 11月20日（火）
午後1時〜午後3時30分
○場 所 鹿児島市民文化ホール
（第2ホール）
○内 容 知事・団体会長表彰
体験発表
講演
「目が見えないってどんなこと？」
講師 テノール歌手 天野亨さん

（問い合わせ先）
県庁障害福祉課 1099（286）2744

みやまコンセール
霧島市牧園町

TEL0995（78）8000

●小森谷 巧・裕子 デュオリサイタル
〜名曲ソナタ集〜
夏の感動をもう一度
霧島国際音楽祭アーティストの音楽とおしゃ
べりによる名曲コンサート
○日 時 11月18日（日） 午後2時開演
○出 演 小森谷 巧（ヴァイオリン）
小森谷 裕子（ピアノ）
○演奏曲
モーツァルト／ヴァイオリン・ソナタＫ.301
ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」
フランク／ヴァイオリン・ソナタ
○入場料（全席自由）
一 般 3，
000円
学 生 1，
000円
親 子 3，
500円
（一般1人＋高校生以下1人）

●白鳥英美子・中村由利子ＪＯＩＮＴ ＣＯＮＣＥＲＴ
〜ＦＲＩ
ＥＮＤＳ〜
トワエモワの白鳥英美子と癒しのピアニスト
中村由利子のおしゃれで心温まるポップスコ
ンサート
○日 時 12月9日（日） 午後2時開演
○出 演 白鳥英美子・中村由利子
○演奏曲 アメイジング・グレイス、
明日への扉、
誰もいない海、虹と雪のバラード他
○入場料 指定席
4,000円
自由席：一般
3,500円
自由席：高校生以下 2，
000円

照葉樹の森

宝山ホール（県文化センター）

肝属郡錦江町城山町
TEL080（6417）6518

鹿児島市山下町 TEL099（223）4221
指宿市

●月例登山会
○日 時 11月18日（日）
午前9時〜午後4時
○内 容 西口〜神社〜打詰コース
○テーマ 天然記念物ヤッコソウを見に行こう！
●月例登山会
○日 時 12月9日（日）
午前10時〜午後4時
○内 容 滝〜北口〜神社〜西口コース
○テーマ 冬到来！稲尾岳にはどんな花が咲く
のかな！

●宝塚歌劇宙組公演
「バレンシアの熱い花」
「宙・FANTASISTA！
！」
○日 時 11月24日（土）
昼公演 午後2時開演
夜公演 午後6時開演
11月25日（日）
昼公演 午後1時開演
夜公演 午後5時開演
○出 演 大和悠河 陽月 華
○入場料（全席指定）
Ｓ席 6,500円（当日7,000円）
Ａ席 5，
000円（当日5，
500円）
※入場券は、宝山ホールおよび各プレイガイドに
て発売中。

※月例登山会は、通常毎月第2日曜日に開催し
ています。
●クラフト教室
○日 時 12月16日（日）
午前10時〜午後4時
○内 容 つづらを使って、かづら編みに挑戦
する。

C 宝塚歌劇団
○

http://www.houzanhall.com

※各イベントに参加希望の方は、電話予約を行
ってください。

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

http://www.omega.ne.jp/shouyouju/

※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

かごしま県民大学中央センター

TV

鹿児島市山下町
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

TEL099（221）6604

●ふるさと再発見「かごしま学舎」講座
「黒川温泉に学ぶ知恵＆技」
○期
日 12月23日（日）
午後1時30分〜午後3時30分
○内
容 高い人気を誇る黒川温泉の魅力
とまちづくりの取組を学び、
これ
からの鹿児島の地域づくりにつ
いて考える。
○講
師 黒川温泉観光旅館協同組合代表理事
後藤 健吾さん
○定
員 30人
（土）
までに電話で申込む
○申込方法 12月22日
○受 講 料 無料

毎週日曜日
11:40〜11:45

上野原縄文の森
霧島市国分

TEL0995（48）5701

●1日縄文人体験
○期日・内容
・11月24日（土）
冬の祭り 07VOL.1
〜みんなでつくろう！シンボルツリーとクリ
スマスリース〜
・12月22日（土）
冬の祭り 07VOL.2
〜みんなでつくろう！巨大門松とミニ門松・
ミニしめ縄〜
・平成20年1月5日（土）
風の子シリーズ 08
〜凧づくりと草ソリ〜
○時 間 午前10時〜午後3時
○対 象 小学生以上
（小学生は引率者同伴のこと）
○定 員 各回40人
（応募者多数の場合は抽選）

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。

▲黒川温泉の一風景。

http://www.kagoshima-pac.jp/

ラジオ
MBC

毎週日曜日
7:40〜8:00

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。

■県の人口 1，
732，
106 人

（対前月111人減）

男

808，
462 人

（対前月35人増）

女

923，
644 人

（対前月146人減）

■世 帯 数

732，
692 世帯 （対前月60世帯増）

（平成19年9月1日現在）

●第20回企画展「殿様の器から庶民の器まで
〜掘り出された薩摩焼〜」
（土）
〜平成20年3月30日
（日）
○会 期 12月8日
○内 容
発掘された薩摩焼で、
その歴史をたどります。
・初期の薩摩焼の窯である「堂平窯」出土品。
・江戸時代の鶴丸城本丸跡（現黎明館）や二
之丸跡（現県立図書館）などからの出土品〜
殿様の器
・県内各地の出土品から選りすぐった資料
（発
掘資料）
など〜庶民の器
※各イベントについてのお申し込み方法など、
詳しくはお問い合わせください。

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



