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「第12回ハンセン病問題に関する
シンポジウム」

（人権フォーラム2013 in 鹿児島）
　ハンセン病問題に対
する正しい知識の普及
啓発を図るため、全国各
地で実施されている人
権フォーラムが今年度
は本県で開催されます。
　シンポジウムや演劇
を通して、ハンセン病や
エイズなどの疾病に伴う人権問題について
学び、差別や偏見を乗り越え、すべての人が
「共に生きる」ための、より良い社会づくりに
ついて考えてみませんか。
【開催日】2月9日(土)
【時　間】午後1時～午後4時30分
【場　所】鹿児島市民文化ホール（第2）
【内　容】 ・ シンポジウム
　　　　 ・ 演劇「光の扉を開けて」
　　　　 ・ 県立松陽高等学校合唱　など
※詳しくは下記までお問い合わせください。
【問】県庁健康増進課(ハンセン病担当窓口)
　　☎099(286)2720

催　し
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黎明館企画展
「島津家由緒と薩摩藩記録所

－記憶と記録の近世史－」
　島津家由緒の形成とそれが近世の近衛
家や徳川家との関係でどのような役割を
果たしたのか､また薩摩藩記録所の活動を
中心に近世武家社会の秩序形成を紹介し
ます。

【開催期間】2月11日(月)まで（現在開催中）
※休館日(1/1､2､7､15､21､25､28､2/4）
【場　所】黎明館3階　企画展示室　
【入場料】一　　 般　300円 (230円)
　　　　高・大学生　190円 (120円)
　　　　小・中学生　120円 (  60円)
※（　）は20人以上の団体料金です。免除制
度もありますので、詳しくは県ホームペー
ジをご覧ください。

【問】県歴史資料センター黎明館
　　☎099(222)5100

「くらしの中で起こる事故から
子どもを守るセミナー」

　保護者や保育士など子どもに身近に接す
る方々を対象に、子どもの事故防止をテー
マにセミナーを開催します。

【開催日】1月20日(日)
【場　所】鹿児島県市町村自治会館
【時　間】
○セミナー（ホール）
　午後1時～午後4時20分
○展示会・講習会（401号室）
　午前10時～午後4時30分
【入場料】無料
【内　容】
○セミナー
  ・演題「子どもの消費者事故を考える」
  　講師 ： 子どもの危険回避研究所
      　　  所長 横矢真理さん
  ・俳優 照英さんのトークショー　など
○展示会・講習会
  ・キッズデザイン製品の展示
  ・応急手当講習会　など
※セミナーは事前申し込みが必要です。
　定員400人になり次第、締め切ります。
【申込先】子どもを守るセミナー事務局
　　　　☎099(227)4002
【問】消費生活センター　☎099(224)0999

 横矢真理氏 照英氏

自動車の登録、住所変更の
手続きはお済みですか

　自動車税は、毎年4月1日現在の所有者また
は使用者に納めていただく税金です。登録の
手続きが済んでいない場合、いつまでも元の
所有者などに課税されることになります。
　登録手続きは確実に､お早めにお願いします。
○自動車を下取りに出した場合 … 移転登録
○自動車を使用しなくなった場合 … 抹消登録
○住所や名前が変わった場合  … 変更登録
【問】
○自動車の登録手続きについては
　鹿児島運輸支局登録部門　☎050(5540)2089
　大島自動車検査登録事務所　☎050(5540)2090
○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
　最寄りの各地域振興局・支庁県税課

くらし

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

勤労者ファミリー資金のご案内
　県内在住で県内の中小企業にお勤めの方
を対象として、下記の資金を融資しています。

【問】九州労働金庫鹿児島県本部
　　☎099(225)2217
　　県庁雇用労政課　☎099(286)3014
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

110番の適正利用を
　毎年１月10日は「110番の日」です。
○いたずら110番電話はやめましょう。
○相談ごとや問い合わせなど急を要しないも
のは、最寄りの警察署の相談窓口や警察本
部の相談電話「#9110」を利用しましょう。

○110番する場合は落ち着いて
   ・ 何があったのか（事件・事故）
   ・ いつ、どこであったのか（時間・場所）
   ・ 犯人の人相、着衣、逃走方向、車の特徴
   ・ あなたの住所、氏名、電話番号
　　を順序よく教えてください。

【問】警察本部地域課通信司令室
　　☎099(206)0110

資金種類 融資
限度額
 60万円
100万円
200万円
150万円
150万円

融資
期間

 　 7年
　  7年
　 10年
    7年
    7年

融資
利率
 2.0％
 2.0％
 2.2％
 2.2％
 2.2％

遅払賃金補てん資金
育児・介護休業資金
教育資金
医療資金
冠婚葬祭資金
※別途保証料が必要です。

「１」いち早く
「１」いそがず慌てず
「０」冷静に

県農業青年クラブ「産直市」
　県内の農業青年クラブ員が自信をもって
生産した農産物を直接販売する「産直市」
を開催します。お茶の試飲やクラブ活動の
パネル展示などもあります。ぜひご来場く
ださい。

【開催期間】1月18日(金)～20日(日)
【時　間】午前10時～午後7時
    　　　（ただし、20日は午後6時まで）
【場　所】イオン鹿児島店
【予定販売農産物】
米、茶、野菜、果物など
※農産物は日により異なります。
【問】県庁経営技術課
　　☎099(286)3152

直接販売の様子（平成23年度）

○c   薩摩剣士隼人プロジェクト
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チャレンジキャンプ冬
　さとうきびをしぼって黒糖を作ったり､奄
美ならではの草木染を体験しながら野外で
の炊飯活動やテント設営など冬のキャンプ
活動にチャレンジしてみませんか。

【開催期間】1月26日(土)午前10時～
　　　　　  27日(日)午後4時20分
【場　所】県立奄美少年自然の家
【対　象】小学4年生～高校3年生
【参加料】2,200円程度
※事前申し込みが必要ですので、詳しくは
下記までお問い合わせください。

【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　　http://www.pref.kagoshima.jp/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県立博物館企画展
「猛禽類～鋭いくちばしと爪の持ち主たち」
　猛禽類は鋭いくちばしと爪を持ち、他の
動物を食べる鳥類です。県内で見られるタ
カやフクロウを中心に取り上げ、その生態
や見分け方、人間との関わりなどについて
紹介します。

【開催期間】2月17日(日)まで（現在開催中）
※休館日(1/1､2､7､15､21､25､28､2/4、
12、13）

【時　間】午前9時～午後5時
【場　所】県立博物館　1階企画展示室
【入場料】無料
【問】県立博物館　
　　☎099(223)6050
http://www.pref.kagoshima.jp/
hakubutsukan/

高校生「火山」研究大賞
公開審査会

　大正3年の桜島大正噴火から平成26年
1月12日で100年となることから、桜島大
正噴火100周年事業を実施します。その一
環として、噴火から99年目にあたる日に県
内高校生による桜島・火山に関する研究の
公開審査会を開催します。
【開催日】
1月12日(土)
【時　間】
午後1時
～午後5時
【場　所】
県歴史資料
センター
黎明館　講堂
※聴講は無料
で、申し込
みは不要で
す。皆さま
の参加をお待ちしています。

【問】桜島大正噴火100周年事業実行委員会
      （県庁危機管理防災課内）
　　☎099(286)2297
http://sakurajima100.org/

春だ満開　青少研！ 梅！
花の散歩道

　青少年研修センター敷地内の梅園を開放
します。梅の花、鳥のさえずりなどから、春へ
の季節の移り変わりを感じてみませんか。

【開催期間】2月3日(日)～28日(木)
※休所日 ： 2月5日（火）、17日（日）
【時　間】午前9時～午後4時30分
【場　所】県立青少年研修センター
【関連イベント】
○2月3日(日)　午前9時30分～午後1時
  ・うぐいす笛づくり
  ・まきまきパンづくり
　　（参加料 1人200円）
※定員は先着50組200人程度で、事前申し
込みが必要です。
○2月24日(日)　午前9時30分～午後1時
  ・野草摘みと野草の天ぷらづくり
　　（参加料 1人150円）
※定員は先着25組100人程度で、事前申し
込みが必要です。

【問】県立青少年研修センター
　　☎099(294)211１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

霧島トレッキング
「第3回  山楽隊」

　樹氷や霜柱など、霧島山の美しい冬景色を
トレッキングを通して楽しんでみませんか。

【開催期間】2月2日(土)～3日(日)(1泊2日)
【場　所】霧島自然ふれあいセンター、
　　　　韓国岳 ・ えびの高原周辺
【対　象】成人
【定　員】40人程度
【内　容】 ・ セーフティー登山ガイド
　　　　 ・ 韓国岳トレッキング
【参加料】3,000円程度
※事前申し込みが必要ですので、詳しくは
下記までお問い合わせください。

【問】県立霧島自然ふれあいセンター
　　☎0995(78)2815

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第３５回 企画展「古代人の華麗な技」
　古（いにしえ）の人々は、身近にあふれる
石や樹木、土などの特性を良く理解し、それ
ぞれにあった加工を施し、生きるための道具
を作り出しました。
　今回の展示では、国の重要文化財や県指
定文化財を中心に、ものづくりの原点とも
いえる古代人の華麗な技を紹介します。
　また故河口貞徳
氏が県内の遺跡
で発掘調査した貴
重な資料の一部
を「河口コレクショ
ン」として同時公
開します。

【開催期間】3月31日(日)まで（現在開催中）
※休園日 ： 毎週月曜日
　　　　　（休日の場合はその翌日）
【場　所】上野原縄文の森
　　　　展示館企画展示室
【入館料】一       般  300円（240円）
            高・大学生  210円（160円）
            小・中学生  150円（120円）
※( )は20人以上の団体割引料金

【問】上野原縄文の森
　　☎0995(48)5701

南種子町広田遺跡出土　貝輪
  （国指定重要文化財）

  県歴史資料センター黎明館蔵

もうきん


