募 集
男女共同参画センター
サポーター養成講座
○期 間 平成２０年６月〜平成２１年１月
○場 所 かごしま県民交流センター研修室
○内 容
・男女共同参画の基礎知識・技能の習得
・センター事業の企画・運営・広報などへの
参加および協力による技能習得
・ボランティアや図書修理の研修による技
能習得
○参加費 無料 ＊託児有り
○定 員 県民２０人
○申込締切 平成２０年6月10日
（火）
（申し込み・問い合わせ先）
県男女共同参画センター
☎099(221)6603

みやま音楽アカデミー
「クラシックギターセミナー」
初心者を対象とした基礎入門講座（全４回講座）

女性の健康サポート薬局が
スタートします
女性が自らの健康問題について相談しやす
い環境整備の一環として、県薬剤師会の協力の
もと、平成２０年３月から県内２６の薬局を「女
性の健康サポート薬局」
として指定しました。
主に女性薬剤師が、女性の抱えるさまざま
な健康問題に対応します。
お気軽にご相談ください。
指定された薬局は、
ステッカー
が掲示されています。薬局名は県
ホームページでご覧いただくか、下記までお問
い合わせください。
（問い合わせ先）
県庁健康増進課 ☎099（286）
2717

ドリームジャンボ宝くじ
ミリオンドリーム

県防災アドバイザーによる
出前講座をご活用ください
県防災研修センター
では、市町村や自治会
などが主催する防災に
関する研修会などに、
防 災 の 専 門 家 で ある
「県防災アドバイザー」
を派遣する出前講座を行っています。
（財）
日本防火協会助成事業の宝くじ助成金
により視聴覚資機材を整備し、視覚的にもより
わかりやすい研修内容となっています。
ぜひご利用ください。
（問い合わせ先）
県庁危機管理防災課 ☎099（286）
2256
県防災研修センター ☎0995（64）5251

試 験
○日 時 ６月７、
８、
２１、
２２日
（土・日）
午前１０時〜午後４時
○場 所 みやまコンセール
○講 師 谷口 久己さん
（ギタリスト）
○定 員 30人（先着順）
○受講料 （全４回分）3,000円
＊別途テキスト代：500円
○申込方法 下記へ電話により申し込む
○その他 クラシックギターは要持参
（問い合わせ先）
みやまコンセール ☎0995（78）8000

くらし

鹿児島県職員を募集します
インターネットで受験申込ができます。
○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13日
（火）
〜５月29日
（木）
※インターネットによる受験申込は、
５月13日（火）〜５月27日（火）
○試 験 日 ６月29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
☎099
（286）
3893・3894

（問い合わせ先）
県庁財政課 ☎０９９
（２８６）
２177

「全席ベルト着用!!『します・
させます』運動」を展開しましょう
本年６月から
「後部座席を含む全席シートベ
ルト着用義務化」の改正道路交通法が施行さ
れます。
①車を運転するならシートベルトをします。
（運転者）
②車に同乗するならシートベルトをします。
（同乗者）
③後部座席を含む全席にシートベルトをさ
せます。
（運転者・同乗者）
④子ども
（幼児）
にはチャイルドシートをさせ
ます。
（運転者・同乗者）
（問い合わせ先）
県庁生活・文化課 ☎099（286）2523

※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。
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青少研！ふしぎ探検物語
「どうして？」
「なぜ？」見て、聞いて、
さわって
自然界の不思議さや科学のおもしろさを学び
ませんか？
○期 日 ５月31日
（土） 7月5日
（土）
9月13日
（土）
○場 所 県立青少年研修センター
※3回とも参加できる方を募集します。
内容は毎回変わります。
詳しくは、県教育委員会ホームページをご
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）
県立青少年研修センター
☎099
（294）
2111

黎明館企画展

県立図書館第１回貴重資料展
「初代文相 森有礼」
歴代文部大臣は、文部卿から数えると鹿児
島県出身者が７人もいます。今回は、その中で
も特に大きな仕事を成した森有礼と義務教育
無償を定めた樺山資紀を紹介します。
○期 間 ５月３１日
（土）
〜７月１０日
（木）
○場 所 県立図書館大研修室
○受講料 無料

和装の美

○会 期 ５月１３日
（火）
〜８月3日
（日）
○会 場 黎明館企画展示室
かんざし
○内 容 明治期の婚礼衣装を中心に、簪
こうがい くし
や笄、櫛などの装身具や、美人
画を展示します。
○観覧料 一般300（230）
円
高大生190（120）
円
小中生120（60）円
（ ）
は20人以上の団体料金

（問い合わせ先）
県立図書館 ☎０９９
（２２４）
９５１４

上野原縄文の森 第２１回企画展
新発見！かごしまの遺跡２００８
〜県立埋蔵文化財センター発掘速報展〜

催 し
「松竹大歌舞伎」公演
〜中村信二郎改め二代目
中村錦之助襲名披露公演〜

○日 時 ７月２７日
（日）
昼の部
午後0時30分開場 午後1時開演
夜の部
午後4時30分開場 午後5時開演
○場 所 宝山ホール
○入場料 Ｓ席6,000円
（当日6,500円）
Ａ席4,000円
（当日4,500円）
＊学生は学生証提示でＡ席2,000円
（宝山ホールで入場券購入の場合のみ）
○出演者 中村錦之助、中村梅玉、中村時蔵
中村東蔵 ほか
○演 目 橋弁慶・襲名披露口上・毛谷村・
神田祭
＊入場券は宝山ホールおよび各プレイガイド
で発売中
（問い合わせ先）
宝山ホール ☎０９９
（２２３）
４２２１

すいすいスイマー水の中の虫たち

▲水色縮緬地御所車柴垣模様小袖
（問い合わせ先）
県歴史資料センター黎明館
☎099
（222）
5100
■県の人口 1,728,916人 （対前月1,015人減）
男 807,135人 （対前月486人減）
女 921,781人 （対前月529人減）
■世 帯 数 732,023世帯
（対前月770世帯減）
（平成２０年３月１日現在）
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県立埋蔵文化財センターが平成１９年度に
発掘調査した成果を展示・紹介します。
○期 間 4月26日
（土）
〜7月13日
（日）
○主な展示内容
すり が はま
・南摺ヶ浜遺跡の副葬品
・新県指定有形文化財
きり き みみとり
「桐木・耳取遺跡出土品」ほか
（問い合わせ先）
県上野原縄文の森 ☎０９９５
（４８）
５７０１

池や川などの水の中はヤゴやゲンゴロウ、
ミ
ズカマキリなどの水生昆虫の生活の場です。
水中にくらすいろいろな虫たちの姿やおもし
ろい生き方、水生昆虫がすめる環境などにつ
いて紹介します。
タガメやミズスマシの実物や学校のプール
で見つかった虫たちの報告もあります。
○日 時 ６月22日
（日）
まで
午前９時〜午後５時
（入館は午後４時30分まで）
○場 所 県立博物館
○料 金 無料
（問い合わせ先）
県立博物館 ☎099
（223）6050

