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◎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。 

　かごしま産業支援センターでは、起業の
促進による本県産業の一層の振興を図る
ため、実際の起業体験などについての講演
を内容とした起業化セミナーを開催します。 
○日　時　2月15日（金） 
　　　　　午後1時～午後4時20分 
○場　所　県人材育成センター大研修室 
　　　　　（霧島市国分中央3-44-36） 
○講　師　ブレーン・パワー（株）代表取締役
　　　　　社長　　　　  加藤まき子さん 
　　　　　　田酒造（株）代表取締役社長 
　　　　　　　　　　     　田雄一郎さん 
○申込方法　チラシ裏面の申込用紙で申し込
　　　　　む（チラシ配布場所については
　　　　　下記へご連絡ください）。 
○入場料　無料 

　多くの先人が通った白銀坂。 
　新春の一日を、ご家族・お友達同士で今
も残る石畳を歩いてみませんか？ 
○期　　日　1月27日（日） 
○場　　所　歴史街道「白銀坂」 
○集合場所　島津の森駐車場 
　　　　　　（鹿児島市宮之浦町） 
○申込方法 
　必要事項（氏名、年齢、生年月日、住所、
電話番号）を明記のうえ、 
・メール  ytcken@pref.kagoshima.lg.jp 
・ＦＡＸ　099（294）2113 
・ハガキ　〒891－1305 
　　　　鹿児島市宮之浦町4226－1 
　のいずれかで申し込む。 
　※1月16日（水）締切。 

○期　　日　2月9日（土）～10日（日） 
○場　　所　県立霧島自然ふれあいセン 
　　　　　　ター 
　　　　　 韓国岳またはえびの高原 
　　　　　　（池巡り） 
○定　　員　大人60人 
○申込方法 
　必要事項（氏名、年齢、住所、電話番号）
を明記のうえ、 
・メール k-fureai@pref.kagoshima.lg.jp 
・ＦＡＸ　0995（78）2858 
・ハガキ　〒899－6603 
　　　　霧島市牧園町高千穂3617－1 
　のいずれかで申し込む。 
　※定員になり次第締切。 
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家族でふれあういきいき体験活動 
 青少研「新春　白銀坂ハイキング」 

肥薩おれんじ鉄道「友の会」 
会員募集 

霧島山楽隊 IV 
～雪と樹氷の銀世界～ 

　「友の会」は、肥薩おれんじ鉄道の支援
の輪を広げるとともに、おれんじ鉄道や沿
線市町の魅力ある情報などを積極的に提
供することを目的として設立されました。 
　ぜひご入会いただき、肥薩おれんじ鉄
道への温かい支援と、より多くのご乗車
をお願いします。 
○期　間　1年または3年  
○会　費　1年会員　1,000円 
　　　　　3年会員　3,000円 
○会員特典 
　　　　・乗車ご優待券(片道運賃半額割
　　　　　引券)の進呈 
　　　　・肥薩おれんじ鉄道関連情報誌の
　　　　　提供 
　　　　・「駅長おすすめの店」での割引
　　　　　サービス　　　　　　　　など 
○特別キャンペーン 
　　　　　鹿児島県内にお住まいの方で3
　　　　　年会員にお申し込みされた方へ、
　　　　　肥薩おれんじ鉄道の「1日フリー
　　　　　乗車券」をプレゼントしています 
　　　　　（先着1,500人）。 
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起業化セミナー 

（問い合わせ先） 
 県肥薩おれんじ鉄道利用促進協議会 
（県庁交通政策課内） 
 1099（286）2465

（問い合わせ先） 
 (財)かごしま産業支援センター 
 上野原ビジネスプラザ 
 10995（45）3511

▲肥薩おれんじ鉄道マスコット 
　「おれんじーず」 

　真冬の韓国岳登山や池巡りで、霧島のパ
ノラマを堪能してみませんか！ 

しらかねざか 

（問い合わせ先） 
県立青少年研修センター 
1099（294）2111

（問い合わせ先） 
県立霧島自然ふれあいセンター 
10995（78）2815
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◎このコーナ
　なれます。 
　※紙面の都
◎携帯サイト「
　※「かごしま
　　のみ）こと

（問い合わせ先） 
 県庁薬務課　1099（286）2806

（問い合わせ先） 
 県庁地域政策課　1099（286）2424

　かごしま産業
促進による本
ため、実際の起
を内容とした起
○日　時　2月
　　　　　午後
○場　所　県人
　　　　　（霧
○講　師　ブレ
　　　　　社長
　　　　　　
　　　　　　　
○申込方法　チラ
　　　　　む
　　　　　下記
○入場料　無料

○期　　日　2
○場　　所　県
　　　　　　タ
　　　　　 韓
　　　　　　（
○定　　員　大
○申込方法 
　必要事項（氏
を明記のうえ、
・メール k-fure
・ＦＡＸ　099
・ハガキ　〒89
　　　　霧島市
　のいずれかで
　※定員になり

（問い合わせ先） 
 県庁障害福祉課　1099（286）2754

（問い合わせ先） 
 県庁人権同和対策課 1099（286）2574

　例年、冬期は献血者が減少し、輸血用血
液が不足しがちです。 
　そこで、新たに成人式を迎える「はたち」
の若者を中心に、広く県民の皆様に献血の
意義と重要性を普及させ、献血への協力を
求めることを目的に、「はたちの献血」キャ
ンペーンを実施します。 
　献血へのご理解とご協力をよろしくお願
いします。 

『はたちの献血』キャンペーン 
 1月1日（火）～2月29日（金） 

（問い合わせ先） 
 県庁建築課　1099（286）3710

建築確認の手続きが 
変わりました 

くらし 催 し 「人権同和問題県民のつどい」 

　種子島宇宙センターで行われるＨ－IIＡ
ロケット14号機の打ち上げのようすをライ
ブ中継します。 
○日　時　2月15日（金） 
　　　　　午後4時～午後5時頃 
○場　所　JR鹿児島中央駅アミュ広場 
　　　　　（予定）など 
※打ち上げ日時は、天候などの影響で変更
　される場合があります。 
※打ち上げに関する情報は、宇宙航空研究
　開発機構のホームページ 
　（http://www.jaxa.jp/）をご覧ください。 

　県民一人ひとりが、自殺は社会全体で取
り組むべき問題であることを認識し、お互
いに支え合うことのできる地域社会の実現
をめざして自殺対策全国キャラバン鹿児島
大会を開催します。 
○日　時　2月9日（土）午後1時～ 
○場　所　谷山サザンホール 
　　　　（鹿児島市谷山中央1-4360） 
○内　容　・自死遺族からのメッセージ 
　　　　　・シンポジウム　など 

支えあう　いのちとこころ 
～いま、わたしたちにできること～ 

　建築主の皆様！建築物を建てる際の手続
きが厳格化されました。 
　耐震偽装の再発を防止し建築物の安全
性を確保することを目的として、改正建築
基準法が昨年6月から施行され、建築確認
手続きなどが厳格化されました。建築確認
手続きなどが円滑に行われるためには、建
築主の皆様のご理解が必要不可欠です。 
　設計図書作成の際は、なるべく途中で変
更がないように、設計者と十分に打ち合わ
せを行ってください。 
　また、申請書作成や手続きに必要な時間
を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジ
ュールを設定してください。 
○総合相談窓口 
・鹿児島市建築指導課 099（216）1359 
・薩摩川内市建築住宅課 0996（23）5111 
・霧島市建築指導課 0995（45）5111 
・県　庁　建　築　課 099（286）3710 
・各地域振興局等建築担当係 

ロケット打ち上げライブ中継を 
見に行こう！ 

自殺対策全国キャラバン 
鹿児島大会 

起

（問い合わせ先
 (財)かごしま産
 上野原ビジネ
 10995（4

▲けんけつちゃん 

　差別や偏見のない明るい社会をつくるた
めに、みんなで人権について考えてみませ
んか。 
　入場は無料で、どなたでも参加できます。 
○日　時　2月5日（火） 
　　　　　午後1時30分～午後4時10分 
○場　所　鹿児島市民文化ホール 
○内　容　・人権同和問題講演会 
　　 　　　講師　舞台女優 小林 泉さん 
     　　　　演題　「母さん、笑って」 
　　　　　・ポスターコンクール表彰式、　
　　　　　  作品展 
　　　　　・人権に関する作文の朗読など 

（問い合わせ
県立霧島自然
10995（78

C 三菱重工業（株） 



20

 

●新春 日本民俗音楽の旅 
　～沖縄から奄美そして津軽へ、島唄・津軽唄は黒潮に
　乗って～ 

○日　時　1月27日（日）　午後2時開演 
○出　演　琉球古典・島唄～琉球合奏団“群星” 
　　　　　　（中村いちお・中村昌光・座波洋平） 
　　　　　奄美島唄～坪山 豊＆唄者 
　　　　　　（坪山 豊・皆吉佐代子・碇元康彦） 
　　　　　津軽三味線・民謡～津軽合奏団“風”Kaze 
　　　　　　（高橋祐次郎・佃 一生・片倉ゆきじ） 
○演奏曲　【沖縄】上り口説・はいさい・花 
　　　　　【奄美】嘉徳なべ加那節・徳之島節 
　　　　　【津軽】津軽じょんから・そーらん ほか 
○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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●みやまの音楽宝箱「鍵盤音楽の歴史　レクチ
ャーコンサート」「楽器の饗宴で綴るピアノ
への道」～バロック音楽研究家 村原(田中)
京子がおくる鍵盤音楽の魅力～ 
○日　時　2月10日（日）　午後2時開演 
○出　演　村原(田中)京子（監修・解説） 
　　　　　山田 貢・寳村いずみ（チェンバロ） 
　　　　　竹ノ内博明（フォルテ・ピアノ、ピアノ） 
　　　　　福崎由香・有元裕子（ピアノ） 
○演奏曲　J.P.ラモー：クラヴサン曲集より 
　　　　　　「ミューズの女神たちの会話」 
　　　　　ショパン：バラード 
　　　　　ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ 
　　　　　メシアン：「みどり児」より 
　　　　　　「喜びの精霊のまなざし」 ほか 
○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） 

※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。 

県歴史資料センター黎明館 
鹿児島市城山町  TEL099（222）5100

●企画展「島津氏一門家の雅と由緒 
　　　　　　 －重富（越前）島津家資料展－ 」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○会　期　2月3日（日）まで 
○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 
 
●学芸講座「弥生時代の南九州」 
○日　時　2月9日（土） 
　　　　　午後1時30分～午後3時 
○講　師　黎明館学芸専門員　東　和幸さん 
○受講料　無料（どなたでも受講できます） 
 
●企画展「絵地図に刻まれた鹿児島の歴史」 
○会　期　2月13日（水）～5月6日（火） 
○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 
 
●講演会「薩摩に来た異国船  
　　　　　－捕鯨船・測量船・蒸気軍艦－」 
○日　時　2月23日（土） 
　　　　　午後1時30分～午後3時 
○講　師　東京大学史料編纂所教授 

　　　　　横山 伊徳さん 
○入場料　無料（どなたでも入場できます） 
 
●学芸講座「薩摩藩の農村史へのアプローチ 
                 　 －『守屋舎人日記』を読む－」 
○日　時　3月8日（土） 
　　　　　午後1時30分～午後3時 
○講　師　黎明館学芸専門員　梶原　武さん 
○入場料　無料（どなたでも受講できます） 

みやまコンセール 
霧島市牧園町  TEL0995（78）8000

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

指宿市 

 

●人形浄瑠璃文楽 
○日　時　3月9日（日） 
　　　　　昼の部　午後2時開演 
　　　　　夜の部　午後6時開演 
○演　目 
　（昼の部）近頃河原の達引  四条河原の段 
　　　      　　　　　　　　堀川猿廻しの段 
    　　　　義経千本桜      　道行初音旅 
　（夜の部）伊達娘恋緋鹿子  火の見櫓の段 
                生写朝顔話      　明石船別れの段 
                                     　宿屋の段 
                                     　大井川の段 
○会　場　かごしま県民交流センター　県民ホール 
○入場料（全席指定） 
　　　　　Ｓ席　3,500円（当日4,000円） 
　　　　　Ａ席　2,500円（当日3,000円） 
※チケットは、宝山ホールおよび各プレイガイド
で発売中。 

http://www.houzanhall.comhttp://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/

宝山ホール（県文化センター） 
鹿児島市山下町 TEL099（223）4221 

よしのり 
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県政広報番組 

TV

ラジオ 

テレビ 

テレビ＆ラジオ 

サザン 
モーニング 
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。 

MBC ミューＦＭ 毎週日曜日 
7:40～8:00

月曜～金曜 
9:27～9:32

ジョイフル 
かごしま 

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。 

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。 

KKB 毎週土曜日 
11:30～11:45

KYT 毎週日曜日 
11:40～11:45

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。 

MBC 毎週土曜日 
11:15～11:30

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。 

 
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。 

●新春 日本民
　～沖縄から奄美
　乗って～ 

○日　時　1月
○出　演　琉球
　　　　　　（
　　　　　奄美
　　　　　　（
　　　　　津軽
　　　　　　（
○演奏曲　【沖
　　　　　【奄
　　　　　【津
○入場料（全席
　　　　  一　
　　　　  学　
　　　　  親　
　　　　　  　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●みやまの音楽
ャーコンサー
への道」～バ
京子がおくる
○日　時　2月
○出　演　村原
　　　　　山田
　　　　　竹ノ
　　　　　福崎
○演奏曲　J.P
　　　　　　
　　　　　ショ
　　　　　ラヴ
　　　　　メシ
　　　　　　
○入場料（全席
　　　　  一　
　　　　  学　
　　　　  親　
　　　　　  　

■県の人口 

　　　　男 

　　　　女 

■世 帯 数 

（平成19年11月1日現在） 

 

 

県立図書館 
鹿児島市城山町  TEL099（224）9511　 

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

みや
霧島市牧園町

http://www

●第7回企画展「天璋院篤姫と島津家展」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　平成20年のＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」につい
ての関連図書や、その時代の島津家について
の資料、系図などの資料を展示します。 
○会　　期　1月4日（金）～2月19日（火） 
 
●図書館ボランティア養成講座 
　図書の整理や分類、読み聞かせの仕方など、
図書館ボランティア活動をするための基礎的
な知識や技能を習得する講座を行います。 
○日　　時　2月6日（水）～2月7日（木） 
　　　　　　午前10時～午後4時（両日とも） 
○受講対象者　県内に居住する成人の方 
○定　　員　30人（多数の場合は抽選） 
※申し込みは往復ハガキにより受け付けますが、
　必要記入事項についてはお問い合わせくだ
　さい。 

上野原縄文の森 
霧島市国分  TEL0995（48）5701

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

●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～」 
○会　期　3月30日（日）まで 
○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「堂平窯跡」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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●アートギャラリー親子陶芸展 
○会　期　1月12日（土）～1月14日（月） 
※無料でご覧いただけます。 
 
●サンデー縄文体験講座 
○期日・内容 
　　　　　2月3日（日）「表札作り（焼き板）」 
　　　　　3月2日（日）「表札作り（木の実・小枝）」 
○時　間　午後1時～午後4時 
○定　員　20人 
※申し込み方法については、お問い合わせくだ
　さい。 
 
●第2回 太古の風 盆栽展 
　財団法人日本盆栽協会鹿児島支部会員皆さ
んの逸品が勢ぞろいします。また、同会員によ
る「盆栽相談コーナー」や「展示即売会」のほか、
初心者向けに「草花盆栽教室」も実施します。 
○会　期　2月9日（土）～2月11日（月） 
※無料でご覧いただけます。 
 
●アートギャラリープリザーブドフラワー展 
○会　期　2月29日（金）～3月2日（日） 
※無料でご覧いただけます。 

 

1，731,453 人　　（対前月186人減） 

808，296 人　　  （対前月14人増） 

923，157 人　　（対前月200人減） 

733,183 世帯（対前月355世帯増） 

 

 

 

 
▲小松清猷（大河ドラマ「篤姫」で、篤姫の師と 
　して登場）12歳の時の書。 

きよみち 




