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県産業
会　館

ご意見・ご感想をお聞かせください！
鹿児島県庁広報課

なお、発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
いただいた個人情報は、プレゼントの送付以外の目的に
は利用しません。 締切
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ハガキ
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h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp
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県政かわら版は、県内全世帯
配布の県政広報紙です。
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（平成21年4月1日現在推計）
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☎099（286）3893 ☎099（286）3894

問い合
わせ先
問い合
わせ先

県庁人事課 ☎099（286）2048
問い合
わせ先
問い合
わせ先県庁港湾空港課 ☎099（286）3639

問い合
わせ先
問い合
わせ先

マダム・ボー㈱
いちき串木野市下名3121－1

☎0996（33）2385

鹿児島県特産品協会理事長賞
２００８かごしまの新特産品コンクール

1本×10人

ハガキ・FAX・電子メールとも
平成21年7月31日（金）必着

営利を目的とする場合を除き、この広報紙をそのまま読むことが困難な方のために「点字図書」、「拡大写本」、「録音図書」などの読書代替物への媒体変更を行うことは自由です。
この印刷物は、環境に
優しい大豆油インキを
使用しています。

　マリンポートかごしまに観光
客船が下記の日程で寄港します。
　錦江湾や桜島の雄大な景観
にあわせて、観光客船の優美な
姿をお楽しみください。

○マリンポートかごしまの開園時間
　6月 午前6時～午後8時
　7月、8月 午前6時～午後9時および客船の接岸時
※　無料駐車場あり

【試験の種類】 獣医師、 薬剤師、 臨床検査技師
 作業療法士、 電気技師、
 福祉施設専門職員
 （児童自立支援専門員）
【受付期間】 5月29日(金)～6月19日(金)
 ※インターネットによる受験申込は、
 5月29日(金)～6月17日(水)
【試 験 日】 7月5日(日)
【試 験 地】 鹿児島市（獣医師は東京都でも実施します）
【受験資格】 ○獣医師　49歳以下
 ○福祉施設専門職員（児童自立支援専門員）  30歳以下
 ○その他　29歳以下
【採用予定人数】
　獣医師  7人、 薬剤師  3人、 臨床検査技師  3人、
　作業療法士  1人、 電気技師  2人、
　福祉施設専門職員（児童自立支援専門員） 1人

※　なお、受験資格、申込書の配布場所など詳しいこと
については、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。

【試験の種類】 ○中級試験　一般事務、教育事務
 ○初級試験　一般事務、警察事務
【受 付 期 間】 8月12日(水)～8月28日(金)
【試　験　日】 9月27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

(※年齢は中・初級とも平成22年3月末現在)
【そ　の　他】 試験案内および受験申込書は
 ７月１日(水)から配布します。
※　受験資格、申込書の配布場所など詳しいことにつ
いては、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。

マリンポートかごしまに
観光客船が来ます！

　今年度の自動車税は、もう納めていただいたでしょう
か？ 
　県では、今年度の自動車税について、うっかり納め忘
れている方や口座振替で引き落としできなかった方な
ど納期限を一定期間過ぎても自動車税の納付が確認で
きない方を対象に納税の呼びかけを行う｢自動車税納
税お知らせセンター｣を8月から開設します。
　まだ納付がお済みでない方はできるだけ早く納付し
てください。
　なお、｢自動車税納税お知らせセンター｣は、自動車税
の早期納付について案内を行うものです。納付すべき自
動車税を特定の口座へ振り込むようお願いすることは
ありませんので、振り込め詐欺などには十分ご注意くだ
さい。

忘れていませんか？自動車税
～自動車税納税お知らせセンターの開設～

第28回全国都市緑化かごしまフェア
実行委員会事務局（県庁都市緑化フェア推進室内）
 ☎099（286）2873
受付時間　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
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　フェア会期中に花と緑に関するガイドや維持管理な
どの主導的な役割を果たす花緑ボランティアリーダー
を募集します。
【募集期間】 ○1次募集　6月1日(月)～7月31日(金)
 ○2次募集　8月3日(月)～8月31日(月)
※　1次募集で定員に達した場合は、2次募集は行いま
せん。

【募集人員】 100人程度
【活動場所】 吉野公園(メイン会場)
 鹿児島ふれあいスポーツランド(サブ会場)
※　応募要件、事前研修など詳しいことについては、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。

花緑ボランティアリーダーを募集します

鹿児島県若者就職サポートセンター
 ☎099（216）9001
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○自動車税については
　鹿児島地域振興局自動車税課
 ☎099（261）5611
　または最寄りの各地域振興局・支庁県税課
○自動車税納税お知らせセンターについては
　県庁税務課 ☎099（286）2196
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 来春大学などを卒業
予定の学生や若年者
を対象とした就職講座
および就職面接会を
開催します。
　県内企業が多数集
まるこの機会に、ぜひ
ご参加ください。

【場 所】 かごしま国際ジャングルパーク
 ベイサイドガーデン
 (鹿児島市与次郎1丁目7番18号)
【日 時】 平成21年6月25日(木)
 ○講　座 午前10時～午前11時5分
 ○面接会 午後1時～午後4時30分

※　事前申込みは必要ありませんが、当日は履歴書を
ご持参ください。

大学生・短大生・若年者を対象とした
就職講座および就職面接会を開催します

◎このページ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。

　自社農園の「桑葉粉末」（有機認証取
得枕崎産）と東シナ海の海水塩を焼塩
にしてブレンドしました。天ぷら・湯豆
腐・焼魚・おむすび・お粥などのつけ塩
として幅広くお使いいただける旨みの
あるお塩です。

サザン
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MBC ミューＦＭ

毎週日曜日
7:40～8:00

月曜～金曜
10:40～10:45

ジョイフル
かごしま

※最新の番組内容は、一定期間、県ホームページから動画でご覧いただけます。

KYT

毎週日曜日
11:40～11:50

MBC

毎週土曜日
11:15～11:30

KTS

毎週土曜日
17:25～17:30
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KKB

毎週土曜日
10:45～10:50
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桑塩
［場所］
鹿児島市名山町9-1　鹿児島県産業会館1Ｆ 
☎099（225）6120　FAX 099（223）0755
［営業時間］午前９時～午後６時 
［定休日］産業会館工事のため，6月末までの日曜
日は臨時休業します。

〈特産品の問い合わせ先〉

鹿児島ブランドショップ

＜中級・初級＞＜獣医師・薬剤師など＞
鹿児島県職員採用試験を実施します

くわ しお

入出港予定日時 船名（船籍）
	７月13日(月)	午前８時～午後６時 コスタ・アレグラ(イタリア)
	７月20日(月)	午前８時～午後２時 コスタ・クラシカ(イタリア)
	７月21日(火)	午前８時～午後６時 コスタ・アレグラ(イタリア)
	７月23日(木)	午前１時～午前５時 にっぽん丸(日本)
	７月25日(土)	午前８時～午後６時

コスタ・アレグラ(イタリア)
	７月31日(金)	午前８時～午後６時
	８月 6日(木)	午前８時～午後６時
	８月12日(水)	午前８時～午後６時
	８月18日(火)	午前８時～午後６時
	８月20日(木)	午後１時～午後８時

コスタ・クラシカ(イタリア)
	８月24日(月)	午前８時～午後６時

広 告




