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楠隼中学校・楠隼高等学校
体験入学・寮見学会

くらし

今春開校した県立楠隼中学校・楠隼高等
鹿児島からもっと海外へ！
学校の体験入学・寮見学会を開催します。
〜便利な助成制度があります〜
【期 日】○中学校：８月１日（土）
○高 校：８月２日（日）
【内 容】
試 験
・特色ある教育内容の紹介
・生徒の学校生活・寮生活の紹介
鹿児島県職員採用試験を実施します
・体験授業
・寮・学校の施設見学
実際に学校と寮をご覧いただきながら
説明します。
※事前の申し込みをお願いします。
※申し込み方法・日程など詳しくは、楠隼中学
校・高等学校のホームページ、ブログでご覧
鹿児島空港の国際定期路線（ソウル線、
いただくか、下記までお問い合わせください。 上海線、台北線、香港線）を利用する方で、
６人以上の団体やビジネス客に対しては、
【問】県立楠隼中学校・楠隼高等学校
渡航費用の一部助成を行っています。
☎0994(65)1192
また、４路線を利用した上での乗り継ぎ 【試験の種類】
利用に対しては、助成額を増額しています。 ○中級試験 一般事務、教育事務、土木
催 し
さらに 、５月１２日 から 香 港 線 が 週３便 ○初級試験 一般事務、警察事務、
農業土木、土木
（火・木・日）に増便されました。
プラネタリウム
８月12日(水)〜28日(金)
ますます利用しやすくなった鹿児島空港 【受付期間】
「夢とロマンの星空散歩 夏編｣ の国際定期路線をぜひご利用ください。 ※インターネットによる受験申し込みは、
８月12日(水)〜26日(水)
【問】県庁交通政策課 ☎099(286)2457
【第１次試験日】
９月27日(日)
【試験地】鹿児島市
【受験資格】
○中級試験 20〜27歳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○初級試験 18〜21歳
※年齢はいずれも平成28年３月末現在
夏の星座案内では、
「こと座」
「
、わし座」
「
、は
【その他】
くちょう座」
など夏の主な星座について、それ
試験案内および受験申込書は、県庁など
福祉・保健医療職場就職
らのさがし方やエピソードなどを紹介します。
県の機関で配布しています。
また、創作星物語はアマゾンの自然に関する
ガイダンスを開催します
詳しくは、県ホームページをご覧いただく
物語
「アマゾンの宝石箱」
をお送りします。
か、
下記までお問い合わせください。
【期 間】
６月２日
（火）
〜８月30日
（日）
【時 間】午前11時〜、午後１時30分〜、
【問】県人事委員会事務局総務課
午後３時〜
（各30分）
☎099(286)3893・3894
【場 所】宝山ホール(県文化センター)４階
プラネタリウム
募 集
【料 金】小・中学生：110円
高校生以上：200円
【申し込み】不要
（直接会場にお越しください）
かごしま国文祭
（開・閉会式）
【問】県立博物館

一般入場者募集!

☎099(223)6050

第30回国民文化祭・かごしま2015の開会
福祉・保健医療職場への就職を希望する 式・閉会式の一般入場者を募集します。
企画展 「花にあつまる昆虫たち」 一般の方や来春卒業予定の大学生などを 【開会式】日時：10月31日（土）
対象に、福祉・保健医療職場就職ガイダン
午後2時30分〜午後4時40分
花はミツや花粉で昆虫
スを開催します。
場所：鹿児島アリーナ
たちを誘い、花から花へと
【日
時】
８月
６
日
（木）
【閉会式】
日時：11月15日
（日）
巡らすことで子孫を作りま
午前10時30分〜午後４時
午後４時〜午後５時55分
す。また昆虫は、花からもら
【場 所】鹿児島サンロイヤルホテル
場所：宝山ホール
う食べ物で生活します。花
（鹿児島市与次郎一丁目８
−10）
【受付期間】
８月
１日
（土）
〜９月15日
（火）
と昆 虫はまるで協 力し合
【内
容】
※申し込み方法などの詳細については、
県国
い、よい関係を作っている
・就活応援セミナー
文祭ホームページ等にてお知らせします。
かのように見えます。その
・求人予定施設ブースによる施設紹介や施 ※市町村主催のイベントについては、入場整
不思議を紹介します。
設職員との情報交換、個別就職面談
理券が必要なものがあります。早いもので
【期 間】
７月４日 (土) 〜９月13日
（日）
・各種相談コーナー
は７月から募集が始まりますので、お見逃
【時 間】午前９時〜午後５時
しのないようお気を付けください。
【問】県社会福祉協議会
【場 所】
１階 企画展示室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【料

金】無料

【問】県立博物館

☎099(223)6050

福祉人材・研修センター
☎099(258)7888

【問】県庁国民文化祭室
☎099(286)2868
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平成27年度
海音寺潮五郎記念文化講演会

夏の星空観望会

ネリヤカナヤフェスタ

県立図書館では、
「 海音寺潮五郎記念文
化講演会」
を開催します。
【日 時】
８月22日
（土）
午後１時30分〜午後３時45分
多くの恵をもたらしてきた奄美の海を紹
【場 所】
かごしま県民交流センター
介することにより、
その魅力を認識してもら
夏の星空を見ながら、
宇宙の神秘と雄大
県民ホール
うイベントです。
ぜひ、
ご家族やお友達とご
さを感じてみませんか。
【内 容】
来園ください。
【日
時】
８月
２
日
（日）
・葉室麟氏（直木賞作家）と原口泉県立図
【期 間】7月12日
（日）
〜8月31日
（月）
午後７時〜午後９時
書館長の対談
オープニングイベン
ト
【場
所】
県立青少年研修センター
・県内内高校生による海音寺作品の朗読
〜フラダンスパーティー〜
【対 象】家族・グループほか
【問】県立図書館 ☎099(224)9514
7月12日
（日）
【定 員】
３００人程度
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午後1時30分〜午後3時30分
（事前申し込みが必要）
※7月15日
（水）
は休園日
【内 容】土星や夏の大三角などの観望
九州管楽合奏団公演
【時
間】
午前９時〜午後７時
【問】県立青少年研修センター
【場 所】奄美パーク 奄美の郷
☎099(294)2111
【料 金】無料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夏休みわくわく自然学校in霧島

【問】県奄美パーク ☎0997(55)2333

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

一日縄文人体験第２回
縄文の繊維・カラムシ

ヨハン・デ・メイ率いる、
九州唯一のプロの
霧島の大自然を舞台に山登りや沢登りを
吹奏楽団、
九州管楽合奏団が待望の初来鹿。 体験しませんか。きめ細やかなサポートで
壮大な吹奏楽の音色をご堪能ください。
小学生でも安心です。
土手や道ばたなど、身近な場所に自生す
【日 時】
８月23日
（日）
午後２時開演
【期 日】
８月８日
（土）
〜10日
（月）
る草であるカラムシ。縄文時代から利用さ
（午後１時30分開場）
【場 所】霧島自然ふれあいセンター及び
れてきたカラムシの繊維を取りだして、紙す
【会 場】みやまコンセール・主ホール
その周辺、霧島山
きによるはがき作りを行います。
【入場料】一般3,000円 学生1,500円
【対 象】小学４年生〜６年生 35人
７月２６日
（日）
※全席自由
（先着順とし、定員に達し次第締め 【日 時】
午前１０時〜正午
【演奏曲】
切ります）
・交響曲第 1 番「指輪物語」
【内 容】
セーフティ登山ガイド、
キャンプ、 【会 場】上野原縄文の森体験学習館
【定 員】小学生以上３０人程度
・映画「ヘンリー五世」
霧島山登山、沢登り
（事前申し込みが必要）
・ミュージカル「オペラ座の怪人」ほか
【参加費】4,900円
【料 金】
５０円
【問】みやまコンセール
【問】県立霧島自然ふれあいセンター
☎0995(78)8000

☎0995(78)2815

県ホームページアドレス
広 告
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【問】上野原縄文の森

☎0995(48)5701

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

