
   9 月 7 日（木）～ 11 日（月）宮城県仙台市で開催された 5 年に
1度の和牛の祭典「第 11回全国和牛能力共進会」において、鹿児島
県が悲願の団体総合優勝を獲得しました。
  鹿児島県は 9 出品区のうち 4 つの区で 1 席を獲得するなど全ての
区で 6 位以内に入賞するというすばらしい成績でした。
　生産者、関係者の思いがひとつとなった「チーム鹿児島」団結力の
勝利です。
　次回、2022 年の第 12 回全国和牛能力共進会は霧島市で開催され
ます。地元開催ということで、県下一丸となって 2 連覇を目指します。

　12月9日（土）おいどん市場与次郎館にて、鹿児島県の県民米「あき
ほなみ」の特A※5年連続獲得激励会と「さつまいもでん粉」の新商品
ネーミング発表会を開催しました。
　あきほなみ激励会では、学校給食で「あきほなみ」を食べている小学生
から生産者への感謝のメッセージや、生産者からの特Ａ獲得に向けての
意気込み発表・がんばろう三唱が行われ、参加者全員で気勢をあげました。
　また、さつまいもでん粉の新商品ネーミング発表会では一般公募で集
まった約450点の中から選ばれた「かごしま唐栗粉さつまの粉雪」を発表し、
さつまの粉雪を使ったスイーツの試食や料理方法の紹介を行いました。
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● 新じゃがバター
● 新玉ねぎの酢漬け
● 春キャベツと桜エビのスパゲッティ
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おすすめメニュー
新商品の名前が決まりました！

※特Ａとは日本穀物検定協会が発表している
　食味ランキングの最高ランクのことです。
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専用アプリ「COCOAR2」で
写真にかざすと動画が再生されます。
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　民謡、島唄、ホーミー、ヨーデル、ジャズ、
ゴスペル、少年少女合唱など世界の「うた」
が大集結。「うた」は地域文化の鏡、「うた」
で地球を旅してみませんか。ここでしか聴け
ない肉声の魅力をぜひ体感してください。

【日    時】��3月18日（日）
午後1時30分～午後4時45分(午後1時開場)

【場　所】��みやまコンセール 主ホール
【料　金 】 自由席一般3,000 円、学生1,500 円
※小学生以上から入場できます。託児サー
　ビスあり(2歳から未就学児)。要予約・有料。

【 問】みやまコンセール  ℡0995-78-8000

　高齢者の健康づくりや社会参加活動に対
して、地域商品券などに交換できるポイント
を差し上げます。

【対 象 者】�
65歳以上の個人の方、65歳以上の方を半数
以上含むグループ

【対象活動】��
健診の受診、介護予防教室への参加、各種
ボランティア活動、高齢者を支援する活
動、地域活性化の活動など
※市町村によって実施状況は異なります

ので、お住まいの市町村へお問い合わせ
ください。

高齢者の健康づくりや社会参加
活動にポイントが貯まります

【 問】 県庁介護福祉課  ℡ 099-286-2701 

　4 月6 日（金）～ 15 日（日）の間、春の
全国交通安全運動が実施されます。
　運動の重点の一つは「子どもと高齢者の
安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故
防止」です。
○ドライバーの皆さんへ
　・運転中はしっかり前を見て、子どもや高

齢者を見かけたら速度を落とすなど、思
いやり運転を心がけましょう。

　 ・横断歩道を横断しようとする歩行者な
       どがいたら、必ず停止しましょう。
　 ・ 後部座席もシートベルトを着用させましょう。

春の全国交通安全運動

【 問】 県庁生活・文化課  ℡ 099-286-2523

【 問】 県庁障害福祉課  ℡ 099-286-2754

　自殺を考えている人は、表情が暗くなった
り、お酒を飲む量が増えるなど、何らかのサイ
ンを発していると言われています。いつもと
違う様子に気づいたら声をかけてみましょう。
　また、悩みを抱え、生きることがつらいと感
じている方は、ぜひ一度相談窓口に相談しま
しょう。

【相談窓口】 
〇県自殺予防情報センター

℡099-228-9558
〇こころの電話相談窓口

℡099-228-9566・9567
○ＮＰＯ法人ネットポリス鹿児島

「ＬＩＮＥ」のＩＤ検索で「ｍｅｙａｓｕｂａｋｏ」
と検索

３月は自殺対策強化月間です

　 くらし

　鹿児島、福岡、大阪の３会場で合同企業
説明会を開催します。参加料は無料です。

【 鹿児島会場】�
①３月12 日（月）午後１時～午後５時

（会場）城山観光ホテル
②３月22 日（木）午後１時～午後６時

（会場）城山観光ホテル
【福岡会場】��
3月15 日（木）午後1時～午後4時45分

（会場）福岡ファッションビル
【 大阪会場】��
3月18 日（日）午後1時～午後5時30分

（会場）龍谷大学大阪梅田キャンパス
※参加条件は会場ごとに異なりますので、　
　詳しくは、県ホームページをご覧ください。

合同企業説明会
“ 鹿児島で働かんけー？ ”

【 問】 県庁雇用労政課  ℡ 099-286-3028 大寺聡展「Ohtematic 2018」
関連トークイベント

「鹿児島グラフィックデザインの歴史」

　開催中の大寺聡展「Ohtematic 2018」の
関連事業として、「鹿児島グラフィックデ
ザインの歴史」をテーマにトークイベント
を開催します。

【日    時】�
3月25日(日)午後2時～午後3時30分

【場　所】��霧島アートの森 多目的室
【出　演 】 
大寺聡×小川景一（アートディレクター、絵
師）×宮薗広幸（霧島アートの森学芸課長）

【料　金】 
一般310円、高大生200円、小中生150円
※幼児・高齢者（県内在住の70歳以上）は無料。
※この料金で常設展示もご覧いただけます。

【 問】霧島アートの森  ℡0995-74-5945

鹿児島県職員採用試験を
実施します

【 試験の種類 】 
○上級「行政 」特別枠試験
※特別な公務員試験対策をしていなくても 

受験しやすい試験内容となっているのが、
大きな特徴です。

【受付期間】 
○インターネット

３月14 日(水) ～ 27 日(火)
○持参・郵送(消印有効)

３月14 日(水) ～ 29 日(木)
【 第１次試験日】 ４月22 日(日)
【試験地】鹿児島市
【 受験資格 】 
22 ～25 歳（平成31 年３月末現在の満年齢）

【その他】 
※６月に実施する上級試験（ 全ての試験区

分）と併願することはできません。
※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

　 試　験

【 問】 県人事委員会事務局総務課  
            ℡ 099-286-3893･3894

　 募　集

みんなの水辺サポーターを
募集しています

【 問】県庁河川課　℡ 099-286-3590

　県では、地域の自治会やボランティアの
皆さんが県管理の河川・海岸で定期的に
行う清掃・草刈りなどの美化活動を「みんな
の水辺サポーター」として支援しており、新
たにサポーターとして活動に参加する団体
等を県内で幅広く募集しています。

【 補助金 】 
年間上限30,000 円

【 支援内容】 
清掃・美化活動に必要な経費の補助（ゴミ袋、
軍手、混合油、草刈機等購入費、重機リース
料等）

　住宅ローンの金利動向を考えると、「今」
がマイホームの建て時かも。公社では、良好
なマイホーム用地を分譲中です。

【場所】�日置市、鹿屋市
※子育て支援やシニア支援、複数区画購

入割引などの土地価格の割引特典もあ
ります。

※詳しくは、公社ホームページをご覧くだ
　さい。

夢のマイホームを
県住宅供給公社分譲地で

【 問】 県住宅供給公社  ℡ 099-226-7831 

第 46 回鹿児島陶芸展

　県内在住者・出身者を対象とした陶芸の
公募作品展を開催します。若い世代から
高齢者まで、伝統的な手法を生かした創造
性豊かな作品、生活に密着した作品など、
個性豊かな力作が展示されます。ぜひご
来場ください。

【 期    間】�４月６日（金）～ 15日（日）
【場　所】��黎明館
【料　金 】 一般 600 円（前売り400 円）
　　　　 ※高校生以下無料

【 問】県庁生活・文化課  ℡ 099-286-2537

鹿児島( 鶴丸 )城跡発掘調査速報展

【 問】県歴史資料センター黎明館
 　　  ℡ 099-222-5404

　鹿児島(鶴丸)城跡の発掘調査で出土し
た鬼瓦や鹿児島城周辺の発掘調査で出土
した陶磁器等を紹介しています。

【 期　間】��3月31日(土)まで
【場　所】�黎明館1、3 階のロビー
【 内　容】 1階 鹿児島城跡発掘調査出土品
　　　　 3階 鹿児島城下発掘調査出土品
                ・竪野(冷水)窯跡
                ・垂水・宮之城島津家屋敷跡
                ・寿国寺跡

【料　金 】 無料

西郷どん大河ドラマ館近くに
歴史ロード “ 維新ドラマの道 ” 完成

　幕末から明治維新に活躍した西郷隆盛
や大久保利通をはじめとする偉人やその
偉業を７つのモニュメントで紹介してい
ます。それぞれのモニュメントにスマート
フォンなどをかざすと画面上で歴史ドラマ
を楽しむことができます。

【場　所】�
鹿児島市甲突川左岸緑地公園内

（高麗橋～甲突橋の間）
【料　金】��無料
※駐車場はありませんので、公共交通機関
　をご利用ください。

【 問】県庁観光課  ℡099-286-3005

試　験くらし催　し 募　集
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