
【 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
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information

試　験くらし 催　し募　集

広告

【 問】黎明館学芸課　℡ 099-222-5404

　今では美術品として楽しまれる刀と、武
者姿を描いた絵画や焼物 、人形や鎧など
を併せて展示し、武士の姿やその様子をご
覧いただく企画展を開催中です。

【 期間】 10月27日(日)まで
【場所】  黎明館3階企画展示室
【料金 】 一般310円､高校・大学生190円
　　　 小・中学生120円

【 問】宝山ホール　℡ 099-223-4221

　指揮にウィーン国立歌劇場で活躍する
サッシャ・ゲッツェルを迎え、一流オーケ
ストラのコンサートマスター、首席奏者が
勢ぞろい！一夜限りのスーパーオーケストラ
による夢の競演をぜひご堪能ください。

【日時】 7月31日（水）午後7時開演
【場所】  宝山ホール
【入場料（ 全席指定 ）】 
Ｓ席6,000円　Ａ席4,500円　
Ａ席（25歳以下）3,000円

【 曲目】 
歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲、
歌劇「薔薇の騎士」組曲　ほか

第 40 回霧島国際音楽祭
キリシマ祝祭管弦楽団公演

「悠遊学舎わくわくデイ」
参加者募集

【 問】青少年研修センター　℡ 099-294-2111

　豊かな自然の中でたくさんのお友達と交
流しながら、クラフト活動や野外体験活動
を楽しんでみませんか。

【日時】 6月23日（日）小学１・２年生
             6月30日（日）小学３・４年生

【場所】  県立青少年研修センター
【 定員 】  各30人
【申込方法】  FAX、Eメール、電話

【 問】県実行委員会事務局　℡ 099-286-2905

　2020年10月に開催する「燃ゆる感動かご
しま国体・かごしま大会」に向けて、本県を訪
れる方々をさまざまなかたちでおもてなしす
る「2020おもてなし隊」を募集しています。

【 対象団体】 
町内会、学校、職場 、友人グループなど

【 活動例 】 
①競技会場や地域における清掃活動、両　
　大会推奨花の栽培、花いっぱい運動の展開
②両大会でのボランティア活動など

【 登録後 】 
登録証の交付、啓発グッズの提供、活動の
様子をホームページなどで紹介
※詳しくは、両大会ホームページをご覧ください。

燃ゆる感動

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

「2020 おもてなし隊」( 県民運動参加団体 )募集

　  募　集

第 66 回県美展

【 問】県庁文化振興課　 ℡ 099-286-2537

　洋画・日本画・彫刻・工芸・デザイン・
写真の６部門で、県内在住者及び出身者に
よる公募作品展を開催します。力作揃いの
作品をぜひご覧ください。

【 期間】 ５月18日（土）～ 26日(日)
　　　 ※20日(月)休館

【場所】  県歴史資料センター黎明館
             鹿児島市立美術館

【料金】  一般500円､高校・大学生300円
            ※中学生以下無料

　県では、豊かな自然、豊富な温泉資源、安
心・安全な食など「健康・癒やし・長寿」に有
益な地域資源を「鹿児島のウェルネス」とし
て、観光振興をはじめとした各種施策に活用
することとしています。
　この「鹿児島のウェルネス」を県民の皆様
に知っていただくとともに、県内外へ広く発
信し、本県の魅力・イメージの向上につなげ
ていくためのロゴマークを作成しました。
　自治体や事業者の皆様、ぜひご活用くだ
さい。  

【 問】 県庁企画課　℡ 099-286-2496

ロゴマークの使用方法
などについてはこちら

　  くらし

　  催　し

【 問】霧島アートの森　℡ 0995-74-5945

企画展「武者姿とさつまの刀」

第 54 回企画展
「バックナンバー古の美術品Ⅱ

～新聞でみた考古資料～」

【 問】上野原縄文の森　℡ 0995-48-5701

　南日本新聞に4年以上にわたって連載中
の「古の美術品」の実物を展示しています。
　視点を変えると見えてくる様々な用途や
かたちの面白さなどを解説しながら、埋蔵
文化財の新たな魅力をお届けします。

【 期間】 7月7日（日）まで
【場所】  上野原縄文の森　展示館企画展示室
【料金】  一般310円、高校・大学生210円
　　　 小・中学生150円

在来線鉄道を利用した
旅行商品の企画を支援します

「鹿児島のウェルネス」
ロゴマーク決定！

　県では、海外での県産農林水産物等の認
知度向上と輸出拡大を図るために輸出用統
一ロゴマークを作成しました。
　このロゴマークは、海外における商談会や
見本市などでのPRのほか、輸出用販売商品
などにも活用していく予定です。
　自治体や事業者の皆様、ぜひご活用くだ
さい。

【 問】 県庁かごしまの食輸出戦略室 
            ℡ 099-286-3194

ロゴマークの使用方法
などについてはこちら

県農林水産物輸出用
統一ロゴマーク決定！

【 問】 県庁交通政策課 
            ℡ 099-286-2465

　県や鉄道沿線自治体などで構成する県鉄
道整備促進協議会では、鉄道を利用した、
温泉や食など県内各地の「鹿児島のウェル
ネス」を体験する旅行商品の企画を支援し
ています。
　要件を満たす旅行商品のプロモーション
経費の補助を行いますので、事業者の皆様、
ぜひご活用ください。
※要件など詳しくは、県または県鉄道整備
　促進協議会ホームページをご覧ください。

【 問】 楠隼中学校・高等学校  
            ℡ 0994-65-1192

楠隼中学校・高等学校の
学校説明会を開催します

鹿児島県職員採用（上級）
試験を実施します

【 問】 県人事委員会事務局 
　　　総務課 
            ℡ 099-286-3893
　　　　　　　　  ・3894

【募集職種 】 
行政、警察事務 、心理 、農業 、畜産、
農業土木 、林業 、水産、土木 、建築 、電気 、
化学Ⅰ、化学Ⅱ、栄養士、保健師

【 受付期間】
○インターネット
　５月７日(火) ～ 21日(火)
○持参・郵送　　
　５月７日(火) ～ 23日(木)

【 第１次試験日】6月23日(日)
【 試験地】鹿児島市、東京都
【 受験資格 】
　原則として22 ～ 29歳
   （保健師は 21 ～ 29歳）
　※年齢はいずれも令和２年３月末現在

【その他】
　試験案内 、受験申込書およびエントリー
シートは県のホームページからダウンロー
ドできるほか、県庁など県の機関で配布し
ています。

　  試　験

　開校５年目を迎えた県立楠隼中高一貫教
育校の学校説明会を県内各地で開催します。
　進路選択に役立つ、学校の特色や寮生
活、在校生や卒業生の様子などについて
紹介するほか、昨年度の入試問題の配布や
個別相談も行います。
　事前の申し込みは不要ですので、お気軽
に会場までお越しください。多数のご参加
をお待ちしています。

【 期日・場所】 
５月12日（日）肝付町（本校）
５月18日（土）霧島市、曽於市、南さつま市
５月25日（土）西之表市、出水市 
５月26日（日）日置市、鹿児島市
６月 １日（土）薩摩川内市、志布志市、姶良市
６月 ２日（日）奄美市
６月15日（土）指宿市
６月29日（土）肝付町（本校）
７月 ７日（日）鹿児島市
※詳しくは、楠隼中学校・高等学校のホーム
　ページでご確認ください。

　鹿児島県出身でデザイン会社代表の中
原慎一郎が憧れたアートやデザイン、工芸
などと鹿児島の若手工芸家たちの作品を展
示します。

【 期間】 6月30日（日）まで
【場所】  霧島アートの森
【料金】 一般310円､高校・大学生200円
             小・中学生150円

風景をつくる眼。
～中原慎一郎が出会ったアート、デザイン、工芸～

《Raymond Cabinet Low（2003）》 © Yoshio Kato

活動の一例（地域清掃活動）
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