
【 外国語版コンテンツ制作 】
観光案内やサービス案内を多言語で制作いたします。
翻訳だけでなく、伝える相手に合わせたデザインや
音声ガイドなどにも対応いたします。 ● 外国語版パンフレット、MAP、ガイドブック等

● 音声案内（音声ペン、音声アプリ）etc.

多言語対応のツール制作で
お客様のPRやプロモーションをサポート

グラフィック・デジタルコンテンツ（WEB・動画）制作など、お気軽にご相談ください。
鹿児島市南林寺町12-6 TEL.099-226-0815　E-mail : try@try-sha.com
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お知 らせ

県からの
お知らせ

information

催　し募　集 くらし

広告

霧島芸術の森を巡る旅
～今年は秋のシマ唄祭り～

【 問】みやまコンセール　℡ 0995-78-8000

　戦国大名島津氏がいかに戦国の世を駈
け抜けたのかについて、遺された書状や絵図
などをもとに紹介する展覧会を開催します。

【期間】 11月19日(火)～令和2年1月19日(日) 
【 開館時間】 午前9時～午後6時
　　　　　 （入場は午後5時30分まで）

【場所】 黎明館３階企画展示室
【料金】 一般400(300)円、高校・大学生250(150)円、

　　　　小・中学生150(80)円
　　　　※（　）は20人以上の団体料金

日本遺産「薩摩の武士が生きた町
～武家屋敷群「麓」を歩く～」シンポジウム

【 問】県教育庁文化財課  ℡099-286-5357

　 鹿児島城跡 や 県内各地 の 武家屋敷群
「麓」に関する取り組みやその魅力について
紹介するシンポジウムを開催します。

【日時】 11月23日(土)
　　　 午後１時30分～４時30分

【場所】 ホテルウェルビューかごしま
【 内容】 
○ 鹿児島大学名誉教授 土田 充義 先生による

基調講演
○パネルディスカッション
　(テーマ：武家屋敷群「麓」での取り組み、
　これまでとこれから)

【 定員 】 300名程度   
【料金 】 無料
【申込方法 】 電話でお申し込みください。

【 問】 県庁雇用労政課　℡ 099-286-3028

　県内への進学・就職を応援するため、鹿児
島の魅力あふれる企業や大学・短大・専門学
校などを紹介するフェアを開催します。
（参加費無料、事前登録不要、入退場自由）

【日時】 12月15日（日）午前10時～午後４時
【場所】 かごしま県民交流センター 2階・6階
【対象】 中学生・高校生・短大生・大学生・
　      専門学校生・保護者・学校関係者など

【内容】 
○実際の学習・仕事内容などを目で見て体験
   できる「体験・展示コーナー」
○進路相談ができる「進学・就職相談コー 
    ナー」
○鹿児島ユナイテッドFC代表 徳重 剛  氏に
   よる講演                                  　　 ほか

進学・就職応援フェア
「みらいワーク "かごしま"」

を開催します！

海音寺潮五郎記念文化講演会

【 問】県立図書館奉仕課　℡ 099-224-9514

　鹿児島出身の歴史小説家、海音寺潮五
郎氏の文業を称え、その功績を後代に伝え
るための講演会を開催します。

【日時】 11月30日（土）午後1時30分～3時45分
【場所】 かごしま県民交流センター 県民ホール
【 内容】 
○川内高等学校放送部員による海音寺潮五
　郎作品の朗読
○直木賞作家・門井慶喜氏（ 受賞作『銀河鉄
　道の父 』）による講演「歴史に学ぶ」

【 定員 】 600名
【料金 】 無料

※事前の参加申し込みが必要です。詳しくは、
　下記までお問い合わせください。

鹿児島県職員お仕事ガイダンス
参加者募集

　  募　集

【 問】県立南薩少年自然の家
　       ℡ 0993-77-2500

　開所30周年を記念して開催！
　野外活動や創作活動など、当施設の特色ある楽し
いプログラムをたくさん用意してお待ちしています。

【 内容】 
〇空き缶でのポップコーンづくり
〇記念フォトフレームやミニサンドボトルの制作 ほか

【日時】 11月24日（日）午前10時～午後3時
【場所】 南薩少年自然の家
【料金 】 無料（活動により別途材料代が必要）
  　　　※1日保険（50円/1人）に加入できます。

開所30周年記念　
未来へはばたけ なんさつ感謝デー

【 問】県立博物館　℡ 099-223-6050

　県内各地で採集された蛾
が

類の標本を一堂
に111箱展示し、蛾類の魅力や多様性を紹
介します。
　蝶

ちょう

とは一味違う、蛾の持つ美しさに触れ
てみませんか。

【 期間】 11月24日（日）まで
【 開館時間】 午前9時～午後5時
【場所】 県立博物館本館１階 企画展示室
【料金 】 無料

企画展「チョウに負けん『蛾』」

鹿児島県技術職現場見学会
参加者募集

※上記2 つの募集について、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

【 問】黎明館学芸課　℡ 099-222-5404

黎明館企画展「戦国を駈けた
島津四兄弟と家臣団」

　  くらし

【 問】県庁外国人材受入活躍支援課
　　　℡ 099-286-3080

【 問】県庁かごしまＰＲ課 ℡ 099-286-3050

　総勢31の窯元による県内最大の薩摩焼の
展示即売会や各窯の個性あふれる作品が並ぶ
企画展などが開催される「薩摩焼フェスタ」。
　30回目を迎える今回は、2020年のオリン
ピックイヤーに開催される「 燃ゆる感動か
ごしま国体・かごしま大会」に向けて、「ア
スリートの食卓」をテーマにした作品を展
示します。
　この機会に、長い年月の中で育まれた伝
統の技に触れてみませんか。

【日時】  11月27日(水) ～12月１日(日)
　　　  午前10時～午後6時
　　　  (最終日は午後5時まで)

【場所】 かごしま県民交流センター
　　　 2階  大ホール・中ホールほか

【料金 】 無料

【 問】県庁かごしまＰＲ課 ℡ 099-286-3050

　鹿児島県が世界に誇る伝統的工芸品「本
場大島紬」。その魅力を体感できる「本場大
島紬フェスティバル」を開催します。
　迫力満点の展示や製造工程の実演及び
体験、ファッションショーなど盛りだくさんの
４日間です。
　ぜひ、お越しください。

【日時】 11月14日（木）～17日（日）
　　　 午前10時～午後6時
　 　  （最終日は午後5時まで）

【場所】 かごしま県民交流センター
             ６階 ギャラリー第１～３

【料金 】  無料

　県内では、外国人技能実習生をはじめと
するアジア各国の若者たちが大勢活躍して
います。
　そのような彼らとの交流を通して、彼らの
日頃の活躍ぶりや母国のことを知っていた
だくイベント「アジア人材・交流フェア」を開
催します。
　ぜひ、ご来場ください。

【日時】 11月16日(土)
　　　 午前9時30分～午後5時

【場所】 かんまちあ （鹿児島市） 
【 内容】 
○技能実習生の受け入れ企業によるブース
　出展
○民族衣装（アオザイ）の着付け体験
○ステージパフォーマンス　　　　　ほか

【料金 】 無料

※「MBCラジオまつり in かんまちあ2019」
　内で開催します。

本場大島紬フェスティバル 2019

初開催！アジア人材・交流フェア

　  催　し

　個々の島だけでなく集落ごとに伝承・口
承されてきた"シマ唄"。独特の歌唱法で歌
われ、奄美、沖縄の生活の中に息づくシマ
唄は、心の奥深くに響き、魂を激しく揺さぶ
ります。
　秋の霧島に響くシマ唄の調べをご堪能ください。

【日時】 11月17日（日） 午後2時開演 
【場所】 みやまコンセール　主ホール
【 出演 】 （奄美民謡）永志保、中村瑞希
            （沖永良部民謡）前田博美
　　　（沖縄民謡）石嶺愛莉

【料金 】 指定席 一般1,500円、３歳～学生500円

シ  マ

　県職員の仕事の魅力を紹介します。職員
とのグループワークや、職場見学をしてみま
せんか。

【日時】 12月25日(水)
　        （午前の部） 午前9時～正午
　       （午後の部） 午後1時30分～4時30分

【場所】 県庁2階　講堂
【対象】県職員の仕事に興味のある学生など
【募集期間】 11月６日(水)～ 12月６日(金)

　県の技術職員が活躍している現場をバ
スで回る見学会に参加し、仕事内容やその
魅力・やりがいを体感してみませんか。

【日時】 令和2年1月17日（金）
　　　 午前9時30分～午後5時

【対象】各職種の仕事に興味のある学生など 
【募集職種 】 畜産・農業土木・林業・水産
【募集期間】 11月22日(金)～12月20日(金）

第 30 回薩摩焼フェスタ
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