
　６月29日（木）、鹿児島市西谷山1丁目 5「たわわタウン谷山」内の
「農家レストランたわわ」にてグリーンカーテン（キュウリ・ゴーヤー）の
収穫祭を実施しました。今年４月にゆうかり保育園の園児たちが植えた
キュウリとゴーヤーを、収穫指導後、園児自身で収穫しました。
　また、チームＫＡＲＥＮ（本会女性営業チーム）による『いただきますと
感謝の気持ち』についての紙芝居の読み聞かせを行い、園児たちは熱心に
聞き入っていました。その後「農家レストランたわわ」にて、キュウリやゴー
ヤーを使用したオリジナルメニューを食べ、「はじめて食べられた！」「おい
しい！」といった声があがっていました。　　
　JA 鹿児島県経済連グループではこれからも鹿児島県の農業を守り、
発展させるための取組みを進めてまいります。
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９月は「障害者雇用支援月間」です

【 問】 県庁雇用労政課
  ℡ 099-286-3028

　障害のある方の雇用を促進するため、事
業主の方々をはじめ、県民の皆さまのご理
解とご協力をお願いします。

【 障害者雇用支援・激励大会】 
○鹿児島市民文化ホール　市民ホール
　９月11日（月）午後１時30分～午後３時
　※参加自由・入場無料

【 障害者就職面接会】
○鹿児島サンロイヤルホテル
　９月26日（火）午後１時～午後４時
 　主催:ハローワーク鹿児島 ℡099-250-6071
○ホテルさつき苑
　９月29日（金）午後１時30分～午後４時
    主催：ハローワーク鹿屋 ℡0994-42-4135
            ハローワーク大隅  ℡099-482-1265

　 くらし

【 問】県人事委員会事務局総務課
℡ 099-286-3893・3894

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 、警察事務
【受験資格】 
・ 身体障害者手帳（1級～ 6級 ）の交付を受  
   けている方
・ 年齢は18歳～30歳（平成30年3月末現在）
※このほか、居住地などの要件があります。

【受付期間】
9月8日(金) ～ 9月27日(水)
※インターネットによる受験申し込みは、
     9月8日（金）～ 9月26日（火）

【 第１次試験日】11月5日(日)
【 試 験 地】 鹿児島市
【そ の 他】
　試験案内及び受験申込書は、県庁など県
の機関で配布しています。
　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。

　 試　験

かごしま明治維新博イベント
甲突川水辺のフェスティバル 2017

【 問】宝山ホール　℡ 099-223-4221

　３夜連続で甲突川の特設ステージで繰り
広げる、音楽・ダンスなどの野外フェスティ
バルを開催します。

【日    時】 9月15日(金) ～ 17日(日)
　　　　 午後7時開演
               （雨天時は中止もしくは9月29日
                  ～ 10月1日に順延）

【場　所】  甲突橋下流MBC前
                 水上特設ステージ

【入場料】 無料
【 出　演 】  松田慶城（薩摩琵琶）、又吉秀和

（バリトン）などの県内外で活躍
するアーティスト、一般公募に
より選ばれた出演者

上野原縄文の森開園１５周年記念
「上野原フォーラム 2017」

【 問】上野原縄文の森　℡ 0995-48-5701

　上野原縄文の森開園15周年を記念して、
「何がスゴイ？上野原遺跡　どう活かす？
上野原縄文の森」をテーマに、上野原遺跡
の今日的な意義を再確認するとともに、上
野原遺跡のさらなる活用について考える
フォーラムを開催します。

【日    時】 10月14日（土）
                 午後１時～午後４時30分

【場　所】  霧島市国分シビックセンター
　　　　 多目的ホール

【入場料】 無料（事前申込不要）

　 催　し

　日本が公式に初参加した
1867年パリ万博での薩摩
藩の動きや、万博会場の様
子、ジャポニズム現象を引
き起こした日本の出品物の
うち、特に薩摩藩の出品物に
着目した企画展を行います。

【 期    日】 9月12日(火) ～１月８日(月)
【場　所】  黎明館3階　企画展示室など
【入場料】 一般310円、高大生190円、
　              小中生120円

1867年パリ万博150周年記念黎明館企画展
薩摩からパリへのおくりもの

【 問】県歴史資料センター黎明館
　　   ℡ 099-222-5396

楠
な ん

隼
しゅん

中高一貫教育校
平成 30 年度入学者選抜説明会を開催します

【 問】 楠隼中高一貫教育校
　　　℡ 0994-65-1192

　楠隼中高一貫教育校の入学者選抜等に関
する説明会を９月下旬から県内外で開催し
ます。
　教育内容及び入学者選抜について、より
詳しく知っていただけるよう、資料をお配り
して説明します。また、説明会終了後は個別
の質問にも対応します。
　事前の申し込みは不要ですので、直接会
場にお越しください。

【 説明会日程・会場】 
  ９月18日（月）   西之表市
  ９月23日（土）  霧島市、肝付町
  ９月24日（日）  曽於市、志布志市
 10月 ８日（日）  出水市
 10月 ９日（月）  鹿児島市（谷山）、日置市
　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。

　 募　集

明治維新 150 周年記念シンポジウムの
参加者を募集します

【 問】シンポジウム事務局　℡ 099-267-8490
　　   県庁明治維新150周年推進室　
　　　℡ 099-286-3057

　明治維新150周年を記念して、県内2ヵ所
でシンポジウムを開催します。

【 鹿児島会場 】 
テーマ　「パリ万博と薩摩藩」
日　時　9月30日（土）
               午後1時～午後5時
場　所　鹿児島市民文化ホール第2ホール

【 北薩会場 】 
テーマ　「薩摩藩と明治維新」
日　時　11月19日（日）
               午後1時～午後5時
場　所　川内文化ホール　大ホール
※参加は無料ですが事前申込が必要です。

【 問】フェリーさんふらわあ予約センター
  ℡ 0120-3268-56

　フェリーさんふらわあは、志布志港と大
阪南港の間を毎日運航しています。
　客室は、優雅なデラックス個室、家族や
友人との旅行に最適な個室、リーズナブル
な大部屋など、旅のスタイルに合わせて自由
に選べます。
　鹿児島市内から志布志港には、乗船者無料
のシャトルバス（事前要予約）も運行して
いますので、関西へのお出かけの際には、
ぜひ楽しく優雅な船の旅をご利用ください。
※平成30年春・夏には、約25年ぶりとなる　
　新船2隻も就航予定!

フェリーさんふらわあで
大阪に行きませんか？

【 問】県歴史資料センター黎明館
　　   ℡ 099-222-5396

　廃仏毀釈などによって
多くが失われたと考えら
れてきた鹿児島の仏像が
県内各地に予想以上に多
く残っていることを知っ
ていただくとともに、美
術的な視点からも紹介す
る企画特別展を開催します。

【 期    日】 9月28日(木) ～ 11月5日(日)
【場　所】  黎明館2階　第2特別展示室
【入場料】 一般800円、高大生500円、
　              小中生無料

黎明館企画特別展

「かごしまの仏
ほとけ

たち
～守り伝える祈りの造

かたち
形～」

若者のためのアウトドアセミナー
～手作り料理とたき火を囲む交流キャンプ～

【問】県青少年研修センター　℡ 099-294-2111

　キャンプや秋の自然散策などの活動を通
してアウトドアの楽しさを体験してもらう
とともに、参加者同士の交流を深めます。

【 期    日】 10月21日（土）～ 22日（日）
【場　所】  県立青少年研修センター
【対　象】 アウトドアに興味がある勤労青年
【 定　員 】  男女各15人程度
　　　　※先着順、グループでの申込み可

【申込方法 】  電話

【 問】県立博物館　℡ 099-223-6050

　タヌキやイタチのように人里にすんで
いる野生動物でも、私たちが実際に目撃す
る機会は決して多くはないものです。人里
近くで暮らす野生動物を、県立博物館に保管
されている標本を中心に展示します。

【 期    日】 9月30日（土) ～ 11月26日（日）
【場　所】  県立博物館　1階企画展示室
【入場料】 無料

蔵出し博物館「人里の鳥獣」

【 問】みやまコンセール　℡ 0995-78-8000

　東京藝術大学が上野にあるから“ぱんだ”
です。次世代を担う管打楽器プレイヤーが
そろう新進気鋭の吹奏楽団。吹奏楽のイ
メージを覆す豊かな表現力と、プロフェッ
ショナルなサウンドが九州初上陸!

【日    時】 9月24日（日）午後2時開演
【場　所】  みやまコンセール　主ホール
【入場料】 全席指定
　               一般3,000 円　学生2,000 円
※小学生以上のお子様から入場できます。
※メンバーからの動画メッセージ配信中。
     https://youtu.be/cX-JWPJbZgw

ぱんだウインドオーケストラ
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