第20回かごしまフォト農美展
作品募集のご案内

豊かな自然、
ゆとり、
やすらぎ、
うるおいな
ど、ふるさとかごしまの農業と農村の魅力
を表現した写真展の作品を募集します。
第20回目となる今年の課題は「農の誇
り」
。自由部門と併せてご応募ください。

肥薩おれんじ鉄道
「車両一口オーナー」募集のお知らせ
肥薩おれんじ鉄道では、所有する19両の
車両すべてについて、平成22・23年度に法
令等に基づく車両検査を実施しています。
同鉄道は、沿線人口の減少など厳しい経
営環境にあることから、車両検査費用をご
支援いただく
「車両一口オーナー」
を一口1
万円から募集しています。

【展覧会】
開催期間
【オーナー特典】
12月20日(火)～25日(日)
・対象車両への名前入りプレートの掲示
開催場所
・記念品
（金メッキの切符）
の進呈
鹿児島市立美術館一般展示室
皆さまのご支援を心からお願いいたします。
入場料
※応募方法など、詳しくは、肥薩おれんじ鉄
無料
道のホームページをご覧いただくか、下
【作品受付】
記までお問い合わせください。
搬入日
9月10日(土)～11日(日)
搬入場所
鹿児島県土地改良会館
(鹿児島市名山町10番22号)
※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。

BOX
試

験

身体障害者を対象とする
県職員採用選考試験を実施します

【試験区分】 一般事務
【受験資格】
・身体障害者福祉法第15条に定める身体
障害者手帳
（1級～6級）
の交付を受けて
いること。
・年齢は18歳～30歳
（平成24年3月末現在）
そのほか、
居住地などの要件があります。
【受付期間】 9月26日(月)～10月12日(水)
※インターネットによる受験申込は、
9月26日(月)～10月11日(火)
【第１次試験日】 11月6日
（日）
【試験地】 鹿児島市
【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
【問】肥薩おれんじ鉄道
（株）
総務課
詳しくは県ホームページをご覧いただくか、
http://www.hs-orange.com/
☎0965(32)5678 FAX0965(32)5411 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
鹿児島県食の安心・安全推進

パートナーの募集

鹿児島県知事賞 ｢お茶つみ｣ 堀ノ内 靖

【問】県庁農地整備課 ☎099(286)3238

県ホームページアドレス
http://www.pref.kagoshima.jp/

募

集

県では、
“食の安心・安全”
に関して、
県が提
供する情報を会社の社員や家族、
友人、
地域
中小企業経営革新支援制度
の方々などへ伝えていただく
「県食の安心・
のご案内
安全推進パートナー」
を募集しています。
県では、
新商品の開発や生産、
新サービ
【対象者】食の安心・安全に関心があり、県
スの提供など新たな事業活動に意欲的に取
内に居住または勤務する方や県内に事務所
などを有する団体・企業・学校など
（パソコン り組む中小企業者を支援しています。
【内容】
でのメール受・配信が可能な方）
中小企業者が新事業の内容や経営目標
【募集期間】募集中(随時受付)
を盛り込んだ
「経営革新計画」
を作成して県
知事の承認を受けると、政府系金融機関に
よる低利融資や県の補助金などさまざまな
支援策を利用することができます。
※経営革新計画の作成に関する相談にも
随時応じていますので、お気軽にお問い
合わせください。
【問】県庁食の安全推進課 ☎099(286)2888 【問】県庁経営金融課 ☎099(286)2944
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宝山プレゼンツ
シアターミュージックコンサート
～オペラ・バレエ・ミュージカルの
世界を楽しむ～

催

し

霧島アートの森特別企画展

｢高嶺格：とおくてよくみえない｣

くらし
自然災害による県税の減免など
のご案内

現代美術
風水害などの災害によって住宅などの財
を 担 う 気 鋭 産に損害を受けた場合には、損害の程度に
の作家として 応じて県税の減免を受けることができます。
国 内 外 か ら 【減免の対象となる税】
注目されて
個人事業税、
自動車税、不動産取得税、
いる高 嶺 格
産業廃棄物税、個人県民税
の 展 覧 会 を ※これらの減免を受けるには、一定の要件
開催します。
にあてはまることと、申請書の提出が必
【会場】霧島アートの森 屋内展示室
要となります。詳しくは、下記までお問い
（金）
～12月4日
（日）
合わせください。
オペラ・バレエ・ミュージカル音楽を本 【会期】10月7日
（祝日の場合 は、
翌日休園）
格的なオーケストラの演奏でお楽しみく 月曜日休園
【問】鹿児島地域振興局課税課・自動車税課
【開園時間】午前9時～午後5時
ださい。
各地域振興局・支庁県税課
（入園は午後4時30分まで）
【日時】9月23日(金・祝) 午後2時開演
県庁税務課 ☎099(286)2194
【観覧料】 一
般 800円(600円)
【会場】宝山ホール
高・大学生 600円(400円)
【入場料】
（全席自由）
水俣病被害者の給付申請を
小・中学生 400円(300円)
一般			
3,000円(3,500円)
※
（ ）
内は前売りまたは20人以上の団体料金
学生
（高校生以下）
1,500円(2,000円)
受け付けています
※( )内は、当日料金
【問】霧島アートの森 ☎0995(74)5945
給付内容などは次のとおりですので、給
※未就学児は入場できません
付の申請を希望される方は、申請書類を提
【出演】鹿児島交響楽団
出してください。
親子で自然体験
瀬戸口浩
（バリトン）
日常生活では感じることができない豊かな 【給付対象者】
福冨貴子
（ソプラノ）
水俣湾またはその周辺海域のメチル水
自然に親しみ、親子の絆を深めるとともに、参
鹿児島県バレエ協会
（バレエ）
銀で汚染された魚などをたくさん食べ、手
加者相互のふれあいを深めてみませんか。
【入場券】好評発売中
足の先の方の感覚
（触覚・痛覚）
が鈍いなど
【期日】
10月23日(日)
【問】宝山ホール ☎099(223)4221
一定の症状がある方で、申請をされ､検診・
【会場】
県立青少年研修センター
判定の結果、該当する方
【時間】
午前9時～午後4時 【定員】
30組
【給付内容】
【内容】
フィールドビンゴ大会や
マリンポートかごしまに
一時金、療養手当、療養費
どんぐりクラフト活動など
観光客船を見に行こう！
（医療費の自己負担分）
※亡くなられた方についての受付も行って
います。
※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】県庁環境林務課
出水市健康増進課
長島町保健衛生課
阿久根市健康増進課
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】
◇ふじ丸
（日本）
9月27日(火) 午前7時30分～午後3時
◇ぱしふぃっくびいなす(日本)
10月2日(日) 午前9時～午後7時
◇コスタ・クラシカ
（イタリア)
10月5日(水) 午後1時～午後8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】
9月～10月 午前6時～午後8時
(観光客船入港日は延長あり)
※無料駐車場あり

【問】県立青少年研修センター☎099(294)2111

新発見！かごしまの遺跡２０１１

～県立埋蔵文化財センター発掘速報展～

☎099(286)2584
☎0996(63)2111
☎0996(86)1111
☎0996(73)1211

9月10日～16日は
自殺予防週間です

毎年、全国では約3万人、鹿児島県では約
県立埋蔵文化財セ
500人の方が自ら命を絶っています。
ンターが平成22年度
自殺はさまざまな社会的な要因が関連し
に調査・研究した遺跡
ており、決して個人の問題ではありません。
について、人面墨書
この機会に、身近な社会問題として自殺
土器・出土銭・近代化
予防について考えてみませんか？
産業遺産群などの最
また、悩みを抱えている方は、決して1人
新情報を紹介します。
で悩まずに、
まずは誰かに相談しましょう。
【期 間】
開催中～11月27日
（日）
まで
【主な相談窓口】
【時 間】
午前9時～午後5時
○県自殺予防情報センター
【入館料】
大
人 300円(240円）
☎099(228)9558
高・大学生 210円(160円)
○県精神保健福祉センター
小・中学生 150円(120円)
☎099(218)4755
※( )内は20人以上の団体料金 ○こころの電話
【場 所】
上野原縄文の森 展示館
☎099(228)9566・9567
【問】
上野原縄文の森
☎0995(48)5701
【問】県庁港湾空港課 ☎099(286)3639
【問】県庁障害福祉課 ☎099(286)2754
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