「 肥薩おれんじ鉄道スタンプラリー」を
開催しています！
肥薩おれんじ鉄道ではスタンプラリーを実施
しています。どうぞふるってご参加ください。
【期間】10月17日(土) ～ 11月30日(月)
【スタンプおよび応募用紙の設置場所】
・肥薩おれんじ鉄道の車内
・肥薩おれんじ鉄道の有人駅（10駅）
・肥薩おれんじ鉄道沿線の物産館（14施設）
【賞品】
１等「おれんじ賞」 ５・3千円相当の特産品
２等「ラリー賞」 ３・1.5千円相当の特産品
３等「チャレンジ賞」肥薩おれんじ鉄道特製
オリジナルグッズ
（応募多数の場合は抽選となります）
詳細については、肥薩おれんじ鉄道（株）ホー
ムページ、また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。

問県庁交通政策課

099-286-2457

「 かごしまよかとこ博覧会 」を
開催しています！
鹿児島ならではの自然や歴史・文化、まち歩き
などの地域の資源を掘り起こし、新しい体験型
の観光メニューとして観光客の皆さまに体験し
てもらう地域密着・期間限定のイベント、
「かご
しまよかとこ博覧会」を開催しています。
地域の資源（宝）を再発見できる絶好の機会
ですので、ぜひご参加ください。

※ 参加には事前予約が必要となります。
申込方法など詳しいことについては、下記
までお問い合わせください。

問県庁観光課

099-286-3005

～雪と氷と仲間たち～
チャレンジ霧島 in Winter 参加者募集

美しい樹氷の中での霧島連山縦走や白銀の中
でのスケート体験など、冬の霧島の大自然を思
いっきり満喫してみませんか。参加者同士の新
たな出会いやふれあいも楽しみです。
初心者大歓迎です。応募をお待ちしています。
【内容】霧島連山縦走、スケート体験など
【期日】1月9日(土) ～ 1月11日(月)
【場所】県立霧島自然ふれあいセンターほか
【対象】県内の小学5年生～高校生
【募集人員】５０人（予定）

問県立霧島自然ふれあいセンター
0995-78-2815
ふるさと名人伝承講座
｢ 郷土料理に挑戦しよう ｣（ 全４回 ）
受講生募集
郷土料理について学び、周りの方々へ伝えて
いきませんか。
【講師】大塚耕二氏
（城山観光株式会社 取締役総調理長）
【日時】1月16日、1月30日
2月6日、2月20日（各土曜日）
午後１時～午後４時
【場所】かごしま県民交流センター 調理実習室
【対象】郷土料理に興味があり、講座終了後、
ほかに広めていく意欲のある方で、全４回の講
座を受講できる方（本講座を受講された経験の
ある方は除く）
【定員】20人程度
【費用】材料費として実費徴収
【応募方法】
各市町村教育委員会、県民交流センターなど
に備えてある受講申込書に返信用封筒（80円
切手貼付）
を添え、居住地の市町村教育委員会へ
（鹿児島市の方はサンエールかごしまへ）提出
【応募締切】12月11日（金）必着

問かごしま県民大学中央センター
099-221-6604

犯罪被害者週間
11 月 25 日（ 水 ）～ 12 月１日（ 火 ）
「 犯罪被害者週間 」の機
会に犯罪被害者の方々が
置かれている現状や命の
大切さについて考えてみ
ませんか。
○犯罪被害者週間オープニングセレモニー
【 日時 】11 月 25 日 ( 水 ) 午前１１時～
【場所】アミュ広場（ＪＲ鹿児島中央駅東口前広場）
○犯罪被害者支援フォーラム2009inかごしま
【 日時 】11 月 26 日 ( 木 ) 午後１時～
【 場所 】かごしま県民交流センター
【 内容 】
講演Ⅰ「犯罪で子どもの命を奪われた母の想い」
講師：武 るり子氏 ( 少年事件被害者遺族 )
講演Ⅱ「犯罪被害者の人権～常識という無理解を超えて～」
講師：大澤 孝征氏 ( 弁護士 )

問鹿児島県警察本部警務課
（代表）099-206-0110
鹿児島からもっと海外へ！
鹿児島空港には、現在ソウル線が週３便 、上
海線が週２便定期運航しているほか、乗継便を
利用して、アジア各国やヨーロッパなど世界各
地に渡航することができます。
県では、鹿児島空港の国際線を多くの方に利
用していただくため、ソウル線・上海線などを
利用する 10 人以上の団体・グループに対する
助成制度や、展示会や
商談会などに参加する
ビジネス客 1 人当たり
1 万円を助成する制度
もあります。
ぜひこの機会に、鹿
児島からもっと海外へ
出かけてみませんか。

問県庁交通政策課

099-286-2459
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マリンポートかごしまに
観光客船を見に行こう

マリンポートかごしまに観光客船が次の日程
で寄港します。
錦江湾や桜島の雄大な景観にあわせて、観光
客船の優美な姿をお楽しみください。また、広場
や園路を散策や憩いの場にお気軽にご利用くだ
さい。
【入港予定日時】
◇飛鳥Ⅱ（日本）
１１月３０日(月) 午前８時～午後５時
１２月２２日(火) 午前８時～午後５時
【マリンポートかごしまの開園時間】
11月～３月
午前７時～午後７時
※無料駐車場あり

問県庁港湾空港課

099-286-3639

フラワーパークかごしま
「ウインターフェスティバル 」のご案内

「 かごしま国際交流フェスティバル 」
を開催します
鹿児島で活動する外国人の方々と触れ合うよ
い機会です。ぜひご家族、お友達とご一緒にお出
かけください。≪入場無料≫
【日時】
11月21日(土)午前11時～午後4時
11月22日(日)午前10時～午後4時
※ 21日(土)は「世界の食広場」のみ開催
【場所】かごしま県民交流センター
【内容】
◦外国の食販売「世界の食広場」
（両日開催）
◦ 民 族 衣 装 や 楽 器 体 験、各 団 体 活 動 紹 介、
ワークショップ、ダンスや楽器のパフォーマ
ンスほか（22日(日)のみ開催）

問財団法人鹿児島県国際交流協会
099-221-6620
１日縄文人体験
サバイバル？手作り塩でくん製卵を食す＆
クリスマスリース作り

フラワーパークかごし
までは、12月に過去最
大級のスケールのイル
ミネーション（電灯25
万球）でもてなす「ウイ
ンターフェスティバル」を開催します。週末お
よびクリスマスにはライブなどのイベントも行
う予定です。さらに、今年は平日もイルミネー
ションを点灯いたします。
どうぞ当園で、幻想的な冬の夜をたっぷりと
ご堪能ください。
【イルミネーション点灯期間】
海水からＭｙ塩を作ろう!!海のめぐみ手作り
12月１日（火）～ 28日（月）
塩で、くん製卵を味わおう!また、縄文村にある
【イベント開催期間】
素材を使って、クリスマスリース作りに挑戦!!
点灯期間の週末（土・日）および19日～ 28日
縄文村の自然を堪能してみましょう。
【期間中の開園時間】
【日時】11月21日（土）
午前9時～午後10時
（入園は午後９時30分まで）
午前１０時～午後３時
※点灯は午後5時30分～
【場所】上野原縄文の森 体験学習館など

問フラワーパークかごしま
0993-35-3333

県ホームページアドレス
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特別企画展
「 天然記念物 城山の自然 」

問上野原縄文の森

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

0995-48-5701

シロヤマシダ

【日時】10月3日(土) ～ 11月29日（日）
午前９時～午後５時
【場所】県立博物館１階企画展示室
【料金】無料
【内容】
照葉樹の代表的な森がある城山は、ここで初
めて発見された植物などもあり、国の天然記念
物に指定されています。
都市のオアシスとなっている城山の豊かな自
然を紹介します。

問県立博物館

099-223-6050

県立図書館
第２回「 自ら本に手を伸ばす子ども 」
育成研修会
望ましい読書指導の在り方や方法について学
び、自ら本に手を伸ばす子どもの育成を目指し
本研修会を実施します。
【日時】11月21日（土）
午後１時１５分～午後４時３０分
【会場】県立図書館大研修室
【内容】①パネルディスカッション
②講演 鹿児島純心女子学園理事
		
鹿児島純心女子短期大学
		
特任教授 濵里忠宜氏
【参加人員】１８０人（無料）
【締め切り】１１月１３日（金）

問県立図書館

099-224-9514

