
【 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

創 造で「未来」をつくる
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創 造で「未来」をつくる

【 問】県庁地球温暖化対策課
　　　℡ 099-286-2546

　森林を守り育て未来に引き継ぐため、
吹上浜海浜公園に隣接する国有林で植樹
祭を開催します。参加は自由ですので、ご
家族、ご友人などと一緒に植樹活動で汗を
流してみませんか。

【日時】
 11月17日(土)午前10時～午後3時　　　 

【場所】  
県立吹上浜海浜公園（隣接国有林）

【 内容】 
式典、植樹活動、体験活動（木工クラフト、
森の散策など）、苗木・水産物のプレゼント
など

【参加費 】 
無料

九州森
も り

林の日植樹祭
in 吹上浜

【 問】上野原縄文の森　℡ 0995-48-5701

　西郷隆盛が晩年愛し、頻繁に訪れた温
泉町・日当山を、まち歩きでおなじみの東川
隆太郎さんとともに歩きます。

【日時】 11月23日(金・祝)
　　　 午前10時～午前11時30分

【 講師】  NPO法人かごしま探検の会
　　　 代表理事　東川　隆太郎　氏

【場所】  霧島市隼人町日当山周辺
【 定員 】 40人程度（ 要事前申込み ）
【 資料代 】 100円

考古学講座第 4 回
「西郷どんの愛した温泉まち歩き」

【 問】県立図書館資料課　℡ 099-224-9515

　明治維新の立役者、西郷隆盛がなぜ政
府と戦うことになったのかわかりやすく解
説します。今年度第２回の原口泉館長によ
る講演会を開催します。

【日時】 
12月9日（日）午後1時30分～

（受付：午後1時～）
【場所】  
県立図書館1階大研修室

【 演題 】  
西南戦争と西郷隆盛

【参加費 】 
無料

【申込方法】  
　県立図書館ホームページに掲載している
様式により、県立図書館カウンターに提出す
るか、FAXまたは電話で申し込みください。

第2回県立図書館長講演会

【 問】県立南薩少年自然の家
　　　℡ 0993-77-2500

　冬の星空を観望しながら、宇宙の神秘や
雄大さに触れてみませんか。

【日時】 12月8日(土)午後7時～午後9時
【場所】  南薩少年自然の家
【参加 】  無料（中学生以下は保護者同伴）
【 内容】  ①ふたご座流星群と冬の星座の説明
　　　 ②自由観望

冬の星空観望会

【 問】宝山ホール　℡ 099-223-4221

　日本の伝統音楽「雅楽 」の継承者“ 東儀
秀樹 ”と卓越した技術を持ち世界で活躍す
るヴァイオリニスト“ 古澤巌 ”による和と洋
の旋律のコラボレーション。

【日時】 
11月24日（土）午後4時開演

【場所】  
宝山ホール

【入場料（ 全席指定）】  
S席6,000円
A 席5,000円
A 席(25歳以下)4,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。
※当日各500円増

【 出演 】 
東儀秀樹（ 雅楽 ）  
古澤巌（ヴァイオリン ）
阿部篤志（ピアノ ）

【 曲目（予定 ）】 
ゴッドファーザー、午後の汀、ゴンドラの
唄、チャールダーシュ、リベルタンゴ ほか

宝山プレゼンツ
東儀秀樹×古澤巌コンサート

「午後の汀」

©Ayako Yamamoto

明治維新150周年記念
黎明館企画特別展「西郷どん」

【 問】黎明館学芸課　℡ 099-222-5396

　大河ドラマ「西郷どん」の登場人物に関
係する文化財や歴史資料を通じ、西郷隆盛
ゆかりの地の歴史や文化を紹介する展覧
会を開催中です。

【 期間】  
11月18日(日)まで

【 開館時間】  
午前9時～午後6時
(入場は午後5時30分まで)

【休室日】
 11月5日(月)・12日(月)は、資料保全の
ため「西郷どん」展休室

【場所】 
黎明館2階第2・3特別展示室

【 観覧料】 
一般1,000(800)円
高校・大学生600(480)円
中学生以下無料
※(　)は団体料金

かごしま明治維新博イベント
「県民による創作演劇『西郷どんが

やって来た』～あとを継ぐもの～」

【 問】宝山ホール　℡ 099-223-4221

　西郷隆盛が現代にタイムスリップし、人々
の悩みを解決！西郷どんの復活で、鹿児島
は変わる？変わらない？
　人情豊かな鹿児島の人々が織りなす、涙
あり笑いありの物語 。
　出演者・スタッフともにオール鹿児島県民
で創る創作演劇 。

【日時】 平成31年1月5日(土)午後2時開演
【場所】  宝山ホール
【入場料（ 全席指定）】  
一般2,000円
18歳以下1,000円
※未就学児の入場・同伴はお断りします。
※当日各500円増

　  催　し

明治維新150周年記念
秋の祭典

秋の 
祭典  

＜問い合わせ先＞  明治維新150周年記念プロジェクト実行委員会(事務局：鹿児島県明治維新150周年推進室） 

最新情報は をチェック！ かごしま明治維新博HP   
               ☞  

  明治維新がテーマのパレード ！ 
  沿道の皆さんにはプレゼントも ♪ 

★山口県・高知県・佐賀県・鹿児島 
  県の各県知事によるPR ！ 
 
★薩長土肥お楽しみ 
   抽選会（豪華景品 
  が当たる ！） 

 

★県警察音楽隊コンサート 

★ゆるキャラ維新オリジナルショー 

★舞踊集団 創 大ハンヤ 

★甲南高校書道パフォーマンス 

★明和小学校金管バンド 

★トゥルーズ ストリートダンス 

★トークショー          etc 

せ ご ワ ン 

★明治維新をテーマとしたグッズ・ 
  グルメが会場に集結 ！ 

会場投票も実施  ！ 
あなたの１票が★西郷１★を左右する 

【 問】県庁明治維新150周年推進室
　　　℡ 099-286-3082

　かごしま明治維新博第二幕として「秋
の祭典」を開催します。西郷さんを愛する
そっくりさんナンバーワンを決める「全
国西郷1( せごワン）グランプリ鹿児島決
勝大会」や、豪華特産品が当たる「お楽し
み抽選会」、薩長土肥をテーマにした「ゆ
るキャラショー」など、楽しいイベントが
盛りだくさんです。
　そのほか、明治維新関連グッズやグルメ
などを販売しますので、ぜひ、皆さんご来
場ください。

【日時】 
11月18日(日)
午前10時30分～午後4時（予定）

【場所】  
アミュプラザ鹿児島 アミュ広場・駅前広場
※詳しくは ｢ かごしま明治維新博 ｣公式
　ホームページをご覧ください。

　  募　集

かごしま国体・かごしま大会の
ボランティア募集

　2020年10月開催の
「燃ゆる感動かごし
ま国体・かごしま大
会」の運営や障害者
の方々への情報支援
を行うボランティア
を募集しています。

【 募集人数 】 
運営ボランティア ................ 5,200人
情報支援ボランティア
　手話 .......................................300人
　筆談・要約筆記（手書き） .......300人

【 応募方法 】 
両大会ホームページまたは県や市町村の
窓口などに置いてある申込書によりご応募
ください。
※詳しくは両大会ホームページをご覧ください。

【問】県庁総務企画課　℡ 099-286-2905

【 問】 県庁かごしまPR 課
　　　℡ 099-286-3045

「どんどん鹿児島 大キャンペーン」開催中

　「どんどん鹿児島 大キャンペーン」では、
伝統的工芸品「本場大島紬」を機内シートの
ヘッドレストカバーに使用し、県産のお茶や
お菓子を提供するなど、県とスカイマークと
のコラボレーションによる「どんどん鹿児島
ジェット」を運航。また、インスタグラムで
鹿児島の写真を投稿すると抽選で豪華賞品
が当たる企画も同時開催。
　ぜひ、この機会にキャンペーンを通じて
鹿児島の魅力をどんどん感じてください。

【 期間】 3月31日（日）まで
（インスタキャンペーン：2月28日まで ）
※詳しくは、キャンペーン
　公式サイトをご覧ください。

　  くらし

霧島芸術の森を巡る旅
～秋はみやまで JAZZ 三昧★～

【問】みやまコンセール　℡ 0995-78-8000

　霧島の秋はジャズに染まる！
　さまざまなジャズシーンで活躍する4人が、

「 みやまコンセール」に集結します。

【日時】 
11月25日(日) 午後2時30分開演

【 出演 】  
ギラ・ジルカ（ヴォーカル）
松本圭使（ピアノ）
古木佳祐（べース）
吉良創太（ドラム）

【場所】  
みやまコンセール

【入場料】 
一般1,000円
学生・幼児 (3歳以上 )500円
※3歳以上から入場いただけます。

お知 らせ

県からの
お知らせ

information

くらし 催　し

広告

鹿児島県ホームページ

http://www.pref.kagoshima.jp/
鹿児島県

詳細や最新情報は
ホームページでチェック！

募　集
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