
　暮らしに木製品を取り
入れる「木づかい」は、環境
にやさしいエコな取り組み
です。
　地元の木材を使うこと
で、間伐などの森林の手入
れが進み、元気な森林を
育むことができます。

●環境に応じて、水分を吸ったり放出したりするので、室内の湿
度環境を整えて、快適性を高めます。

●熱を伝えにくい性質で、すぐには熱くも冷たくもならないた
め、心地よい温もりを感じられます。

●香りが気持ちを静め、気分を爽快にします。
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環境にやさしいかごしま木の家づくり

木材利用ポイント

「かごしま木の家」は住宅ローンの金利が優遇されます

「木材利用ポイント事業」実施中

　かごしま材を利用して、かごしま緑の工務店が
建築した「かごしま木の家」を新築・購入すると、
住宅ローンの金利が新規実行金利から０．１％優
遇されます（当初固定期間のみ）。

　スギ、ヒノキなど地域材を使った住宅の新築･
購入やリフォームを行うと、地域の農林水産品
などと交換できるポイント（最大で６０万円相当）
がもらえます。

木づかいは 『 エコ活動 』

　県では、県産材を積極的に活用することで、森林の適切な整備・保全を図
るため、モデル的な木製品の設置や木造施設の整備などに助成しています。

○木づかいモデル製品の設置
　鹿児島県立図書館（鹿児島市）

○木づかいモデル施設の整備
　枕崎駅舎など６施設を整備

産直交流拠点・健康の駅
フォンタナの丘かもう（姶良市）

(株)久永･(株)岡村製作所

枕崎駅舎（枕崎市）

直売所百菜（伊仙町）

ANCHOR ANSWER (有)松田デザイン室

オススメ 木づかい スポット

　デザイン・機能性に優れたすて
きな木のテーブルと椅子のセット。
　木の温もりに包まれて、読書を
してみませんか。

ウナギの採捕制限の内容

県庁水産振興課　☎０９９（２８６）３４２８問い合わせ先

　近年、シラスウナギ（ウナギの稚魚）の不漁が続くなど、ウナギ資源の急激な減少が見られます。
　このため、鹿児島県内水面漁場管理委員会、鹿児島海区漁業調整委員会、熊毛海区漁業調整委員会では、ウナギを保護するため、ウナギ
が産卵のために海に向かう時期を禁漁とする委員会指示を出しました。漁業従事者だけでなく、一般の釣り人なども対象になります。

●禁止期間
　毎年１０月１日～１２月３１日
　（ウナギが産卵回遊に向かう時期）
●採捕できないウナギ
　全長２１センチメートルを超えるウナギ
 ※全長２１センチメートル以下のウナギ

は、通年で採捕が禁止されています。
　　（鹿児島県内水面漁業調整規則第26条）
　　（鹿児島県漁業調整規則第36条）

●禁止区域
　県内の河川、池、沼などの内水面および海面
 （奄美市および大島郡を除く）
●指示の有効期間
　平成２５年５月１０日～平成２８年３月３１日

10月から12月までウナギの採捕が禁止されました
～産卵のために海へ下るウナギを守りましょう～

ウナギの一生
　ウナギは、川や内湾で５年から１０年程度生活したのち、秋から
冬に川を下り、グアム西方の西マリアナ海嶺付近の産卵場に向
かいます。
　夏から秋にそこで生まれたウナギの幼生は、北赤道海流と黒潮
に乗り、２０００～３０００㎞の長い旅をして、１１月から４月頃、日本にや
ってきます。

かい れい

ない  すい  めん

親ウナギ

卵
レプトセファルス

変態仔魚

シラスウナギ

ミンダナオ海流

北赤道海流

黒潮

西マリアナ海嶺

県庁かごしま材振興課　☎０９９（２８６）３３６６問い合わせ先

　県産材を使用し、普段の生活空間で使うことのできるコンテスト
参加作品の展示会を開催します。
　入場無料ですので、皆さま、ぜひお立ち寄りください。

Goodな かごしま木づかい ～ 木づかいの魅力や取り組みを紹介します ～

かごしま木製品コンテスト２０１３作品展示会 かごしま木製品コンテスト2012

※「住まいと建築展」・「木材まつり」と同時開催
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かごしま木製品コンテスト

木のあふれる街づくり事業

開催日 １０月２６日 ( 土 ) ～２７日 ( 日 )
会　場 かごしま県民交流センター
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太陽光

　県産材を多用している
ため、木の良さや魅力を体
感できます。木の香りに満
ちた快適な空間で、心地よ
いひとときを。

優秀賞【家具部門】特別賞

ニホンウナギの回遊経路（資料：農林水産技術会議事務局作成）

木のあふれる街づくり事業（森林環境税関係事業） 

CO2 O2
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　認知症は、薬で進行を遅らせることができる場合や手術などで改善
する場合があります。
　初期の段階で診断を受け、適切な治療を開始することが重要です。
認知症かな？と思ったら、お早めにご相談ください。

　認知症は、脳の細胞に異変が起きて働きが悪くなり、日常生活を送るのが困難になる、誰にでも起こりうる脳の病気
です。65歳以上の高齢者の約15％（全国では約462万人、鹿児島県では約6万8000人）が認知症と推計されます。

肥薩おれんじ鉄道株式会社営業部　☎０９９６（６３）６８６０　県庁交通政策課　☎０９９（２８６）２４６５問い合わせ先

【運行日・運行ダイヤ】　
　金・土・日・祝日（冬休み期間などは毎日運行）
　１日３便 １便 １０：１８ 新八代発 → １３：３３ 川内着
 ２便 １４：０３ 川内発 　→ １７：０８ 新八代着
 ３便 １７：１４ 新八代発 → ２０：００ 川内着

【料　金】
　１号車（ダイニング・カー）
　　パッケージ料金（運賃＋座席指定料金＋飲食付）
　　大人12,800円～　　小人8,200円～　
　２号車（リビング・カー）　 
　　乗車区間運賃＋座席指定料金（大人1,400円  小人700円）
　　お食事をご希望の場合は、別途料金が必要です。
　　（大人4,500円～　小人3,000円～）

　九州の西海岸を走る肥薩おれんじ鉄道は、
薩摩川内市から熊本県八代市までを結び、海
に沈む夕日やみかん畑に彩られた山々など、
車窓に広がる雄大な風景が魅力です。観光列
車「おれんじ食堂」は、美しい景色を楽しみな
がら、趣向を凝らしたお食事をゆっくりご堪能
いただけます。

　車内では、沿線の旬な食材を使用した季節
のお料理やスープ、フレッシュジュースなどを
提供します。　
　駅でのマルシェ（市）の開催など楽しいイベ
ントも満載です。

　運行カレンダーや空席情報は、観光列車「おれんじ食堂」のホーム
ページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

　川内駅－出水駅間または出水駅－八代駅間を完全貸し切りでお食事
などを楽しむことができます（毎日１往復２便）。貸し切り料金は片道６
万円で、お食事は３プラン（１人当たり1,800円、2,800円、3,800円）を
ご用意しています。　※ご乗車の7日前までのご予約をお願いします。

肥薩おれんじ鉄道は来春開業１０周年を迎えます

観光列車「おれんじ食堂」を体験してみませんか

海岸線を走る「おれんじ食堂」

沿線の旬な食材を使用した食事(例)

おれんじ食堂の概要

おれんじ食堂予約センター 　☎０９９６（６３）６８６１
（午前９時30分～午後５時３０分　年中無休）

「おれんじカフェ」をはじめました

おれんじ食堂
客室乗務員 吉見さん

県庁介護福祉課　☎０９９（２８６）2694問い合わせ先

認知症のご相談はお早めに！

早期診断・早期対応が大事です

　早期発見のめやす （出典：公益社団法人認知症の人と家族の会）

相談受付：火・水・金　午前10時～午後４時　 ☎099(257)3887
※認知症の方を介護した経験者が助言します。

■県認知症コールセンター【認知症の人と家族の会（やすら木会）】

相談受付：月～土　午前１０時～午後３時　☎0800(100)2707
■若年性認知症コールセンター（厚生労働省）

　市町村の地域包括支援センターで、高齢者に関する介護、健康、認知症な
どの相談や悩みを受け付けています。

■地域包括支援センター

医療に関する相談先

悩み事や介護に関する相談窓口

※いくつか思い当たることがあれば、相談しましょう。

　認知症が疑われる場合、まずはかかりつけ医にご相談くだ
さい。
　地域には、基本的な認知症診断の知識・技術などを習得した
「もの忘れの相談ができる医師」、かかりつけ医のサポートを行う
「認知症サポート医」がいます。
　それぞれの医師については、県ホームページをご覧ください。

■地域のかかりつけ医

　　

■認知症疾患医療センター （専門医療相談窓口）
専用番号

　099(269)4119　

0996(53)1005

0995(42)8558

0995(74)1140

病院名

谷山病院

宮之城病院

松下病院

栗野病院

所在地

鹿 児 島 市

さ つ ま 町

霧 島 市

湧 水 町

□　今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる
□　同じことを何度も言う・問う・する
□　しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探し物をしている
□　財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

□　料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった
□　新しいことが覚えられない
□　話のつじつまが合わない
□　テレビ番組の内容が理解できなくなった

□　約束の日時や場所を間違えるようになった
□　慣れた道でも迷うことがある

□　ささいなことで怒りっぽくなった
□　周りへの気づかいがなくなり頑固になった
□　自分の失敗を人のせいにする
□　「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた

□　ひとりになると怖がったり寂しがったりする
□　外出時、持ち物を何度も確かめる
□　「頭が変になった」と本人が訴える

□　下着を替えず、身だしなみを構わなくなった
□　趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
□　ふさぎ込んで何をするのもおっくうがり嫌がる

鹿児島県　認知症支援

ゆったり、のんびり、スローライフな旅

　お食事以外に、沿線の特産品などのお土産をお持ち帰りい
ただけるプランもご用意しています。
　スタッフ一同、ご乗車をお待ちしております。

肥薩おれんじ鉄道友の会会員募集中。3年会員を対象に抽選でおれんじ食堂ペ
ア乗車チケットが当たる特別キャンペーンを実施しています（平成26年3月ま
で）。詳しくは、県またはおれんじ鉄道のホームページをご覧ください。


