「ホームページアドバイザー・
マッチングアドバイザー」
が
相談をお受けします！
ホームページの作成･更新やICT(情報通信技
術)の導入および活用などに関するさまざまな相
談に、アドバイザー(専門職員)が対応します。必
要に応じて訪問相談も可能です。ぜひ、
ご活用く
ださい。
【対 象 者】県内中小企業者および個人事業者
【受付時間】
月曜日～金曜日
（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時
【費用】無料
【問】(財)かごしま産業支援センター
情報支援課
☎099(219)1275
http://www.kric.or.jp/

募

集

震災復興のための金融支援のご案内
〜東日本大震災緊急対策資金〜
震災により直接または間接被害を受けた中小
企業者などの経営の安定化を支援します。
※国の東日本大震災復興緊急保証制度に対応し
た資金です。
【融資限度額】5,000万円
【 融 資 期 間 】運転資金
7年以内
設備資金 10年以内
【 融 資 利 率 】年1.9％〜2.7％
【 保 証 料 率 】年0.45％
（県補助後）
【 取 扱 期 間 】平成24年3月31日まで
【問】県庁経営金融課

BOX
試

験

平 成 2 3 年 度 鹿児島県警察官B
(高校卒業程度)採 用 試 験

☎099(286)2946

【採用予定人員】58人
（男性50人、女性6人、武道2人）
【受験資格】
夏休み「霧島森の学校」
昭和55年4月2日～平成6年4月1日に生まれ
わくわくどきどきファミリーキャンプ夏！
た方で､4年制大学を卒業した方または平成24
参加者募集
参加者募集
年3月末日までに卒業見込みの方を除く。
夏休みは
「霧島森の学校」
で思いっきり自然体
親子でキャンプ活動を経験して、家族の絆を
【受付期間】8月3日(水)～8月19日(金)
験をしよう！
！
【第１次試験日】9月18日(日)
深めてみませんか。
【期日】8月7日(日)～9日(火) ※2泊3日
【第１次試験会場】鹿児島市、鹿屋市、奄美市
皆さまの参加をお待ちしております。
【場所】霧島自然ふれあいセンターおよび
※試験の詳細については、県警察ホームページをご
【期日】7月23日(土)午後1時30分
その周辺
覧いただくか、下記までお問い合わせください。
～24日(日)正午 ※1泊2日
【対象】小学3年生～6年生
【問】
鹿児島県警察本部警務課採用係
【場所】県立奄美少年自然の家
【定員】50人
代表☎099(206)0110(内線:2636)
【参加費用】一人500円
【募集期間】7月1日(金)～19日(火)
直通☎099(206)2220
(食費、傷害保険料など)
【参加料】4,000円
【内容】
【内容】
テント設営、野外炊飯、沢登り、
テント泊、いかだ遊び、
アウトドアクッキング、天体
星座観察など
鹿 児 島 県 職 員 採 用 試 験を
観察、ナイトウォーク、読み聞かせ など

実 施します

【問】県立奄美少年自然の家
☎0997(53)1032

県ホームページアドレス

【問】霧島自然ふれあいセンター
☎0995(78)2815

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

【試験区分】
○中級試験 一般事務、教育事務、土木
○初級試験 一般事務、警察事務、土木
【受付期間】8月10日(水)～8月26日(金)
※インターネットによる受験申込は、
8月10日(水)～8月24日(水)
【試 験 日】9月25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24年3月末現在
【そ の 他】
※試験案内および受験申込書は県庁など県の機
関で配布しています。
なお、受験資格、申込書の配布場所など詳しく
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】県人事委員会事務局総務課
☎099(286)3893・3894
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催

し

企画展
「調所広郷とその時代」

江戸時代後期、
薩摩藩の財政改革を行った調所
広郷とその改革の内容を紹介します。

改革を命じた島津重豪の朱印状

【日時】開催中～8月21日(日)
午前9時～午後6時
※入館は午後5時30分まで
【場所】黎明館3階企画展示室
【入場料】大人300円(230円)
高大学生190円(120円)
小中学生120円(60円)
※
（）
は20人以上の団体料金
【問】県歴史資料センター黎明館
☎099(222)5100

マリンポートかごしまに
観光客船を見に行こう！

くらし

省エネ・節電のお願い
県内在住の高齢者
（満60歳以上のアマチュア
夏季の平日、午前9時から午後8時は、電力の の方）
の創作による作品展を開催します。
需要が一年で最も高くなる時期です。
【作品展】
省エネ・節電にご協力をお願いします。
○開催期間 9月7日(水)～9月11日(日)
○取り組み例
○開催場所 県歴史資料センター黎明館
・エアコンは、28度以上に温度設定する
○入場料 無料
・エアコンのフィルターは月2回程度掃除をする
【出品の申込み、作品の持込み】
・外出・就寝前は早めにエアコンを切る
○募集部門 日本画、洋画、書、工芸、写真、彫刻
・待機電力を削減するため使わないコンセントは
抜く
※1人1点、未発表の作品に限る。
・白熱電球を節電効果のあるLED電球に替える
○日時 9月2日(金) 午前9時～午後4時
※エアコンの控えすぎによる熱中症にご注意く ○場所 黎明館(裏)搬入口
ださい。
○出品料 1,000円
詳しくは県ホームページをご覧いただくか下
※特に優れた作品には、賞状と記念品を贈呈します。
記までお問い合わせください。
【問】地球環境を守るかごしま県民運動
推進会議事務局
（県庁地球温暖化対策課）
☎099(286)2586
鹿児島からもっと海外へ！
上海線週4便に大増便！

鹿児島空港からは、
ソウル線が週３便
（水・金・
日）
、上海線が週２便
（水・土）
運航しています。
８月
１日（月）からは、
上 海 線 が 週４便
（ 月・水・金・土 ）
に増便されます。
県では、
２路線
中国東方航空
を 利 用 する６人
上海へ１００分
以 上 の 団 体・グ
週4便 月 水 金 土
ル ー プ や 、展 示
７月３１日までは水・土の週２便です。
会などに参加す
るビジネス客への助成を行っています。
ますます使いやすくなる鹿児島空港発着の国
際線を利用して鹿児島からもっと海外へでかけ
てみませんか。
【問】県庁交通政策課 ☎099
（286）
2459

病害虫のまん延防止にご協力ください
～アリモドキゾウムシ
捕獲用わなを設置します～
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。
観光客船の華麗な姿をご覧いただくとともに、
桜島や錦江湾の雄大な自然を楽しんだり、園路や
広場を散策や憩いの場としてお気軽にご利用く
ださい。
【寄港予定日時】
◇オリオンⅡ(マルタ)
（初寄港）
8月1日(月) 午前8時～午後5時
◇レジェンド・オブ・ザ・シーズ
（バハマ)
8月10日(水) 午前8時～午後4時
8月17日(水) 午前8時～午後4時
8月24日(水) 午前8時～午後4時
※船内見学はできませんのでご了承ください。
【マリンポートかごしまの開園時間】
7月～8月 午前6時～午後9時
※無料駐車場あり
【問】県庁港湾空港課 ☎099(286)3639
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第20回シルバー文化作品展の
作品を募集します

県内の一部の地域で、植物防疫法で定められ
た特殊病害虫の一種であるアリモドキゾウムシ
が発生しています。
この害虫が侵入するとサツマイモの生産に影
響を及ぼすことから、
まん延を防止するため捕獲
用わなを設置して侵入警戒調査を行います。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

アリモドキゾウムシ
体長約 7mm

アリモドキゾウムシ
捕獲用わな

【期間】8月～9月
【地域】県本土、三島、甑島、種子島、屋久島
【問】県庁食の安全推進課
☎099(286)2891

【問】社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会

長寿社会推進部
☎099(250)7441 FAX099(250)7443
県庁県民生活局 長寿・生きがい推進室
☎099(286)2568

「男女共同参画週間」
イベント参加者募集
～
「素敵」
に
「つながる」
夏休み～
7月25日(月)から31日(日)の県男女共同参画
週間にちなんで、
次のとおりイベントを開催します。
○子どもたちの旗づくり
7月23日(土)午後1時30分～午後4時
対象：小学生
○ワークショップを学ぶ、
ワークショップ
7月24日
（日）
午後1時30分～午後4時
対象：どなたでも
○人権・男女共同参画教育セミナー
7月26日
（火）
午前10時～午後4時30分
対象：小中学校教職員など
○俳句カフェ vol.2
7月30日
（土）
午後2時～午後4時
対象：どなたでも
○インタビューショートムービー上映会
7月31日
（日）
午後1時30分～午後3時30分
対象：どなたでも
○スナップショットライブラリー
7月23日
（土）
～31日
（日）
【場所】
かごしま県民
交流センター
【参加方法】
事前申込みが必要
【参加料】 無料
※申込み方法な
ど、詳しくは 下
記までお 問 い
合わせいただく
かホームペ ー
ジをご覧くださ
い。
【問】県男女共同参画センター ☎099(221)6603
http://www.kagoshima-pac.jp/jp/
db/danjo.html

