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試　験くらし 催　し募　集

【 問】県立博物館　℡ 099-223-6050

　種には、重いものや軽いもの、おもしろい
色や形をしたものなどがあり、運ばれる方法
も、飛ぶ、水に浮く、ひっつくなどさまざまです。　
　種の持つ魅力やふしぎを、遊びを通して
紹介します。

【日時】 7月6日（土) ～ 9月8日（日）
【場所】  県立博物館本館１階企画展示室
【料金 】 無料

企画展
「あそびがいっぱい『たねランド』」

かごしま国体・かごしま大会募金への
ご協力をお願いします

　  募　集

【 問】県庁世界文化遺産課　℡ 099-286-2365

　世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」
の県内構成資産を英語で分かりやすく紹介
する「鹿児島県世界文化遺産地域通訳案内
士」制度を創設しました。

【 資格認定までの流れ 】 
①鹿児島大学大学院人文社会科学研究科
　で所定の講義（12月予定）を受講し、単
　位を取得
　※受講者は、一定レベルの英語力が必要
       です。（英検2級以上など）
　※学外の方は、同研究科への科目等履修　
　　生の出願（募集期間：8月19日～21日）が
　　必要です。詳しくは、同研究科の募集要
　　項をご確認ください。
②単位取得者が県に申請を行い、地域通訳
　案内士として認定・登録

「鹿児島県世界文化遺産地域通訳
案内士」を目指してみませんか

　  催　し 　  くらし

　「県短」をもっと知りたい、見学してみたい
という方、ぜひご参加ください。

【日時】 7月20日（土）午後１時～４時 
　　　※第二部商経学科は午後４時50分終了

【場所】 県立短期大学内 
【 内容】 学科・専攻の紹介、入試概要等説明、
             ミニ講義、施設案内など

【対象者】 高校生、保護者、教員など 
【料金 】 無料 

【 問】 県立短期大学　教務課　
           ℡ 099-220-1112（ 内線136）

鹿児島県立短期大学
「夏のオープンキャンパス」開催！

鹿児島県職員採用試験
～民間企業等職務経験者～

　民間企業などでの経験を生かし、県政のた
めに即戦力として貢献できる、優秀で意欲の
ある人材を求めています。

【 試験の区分】 
○行政
○ＵＩターン枠（ 農業・畜産・農業土木・林業・ 
    　　　　　   水産・土木・建築・保健師）

【 受付期間】 
○インターネット
　7月1日（月）～ 15日（月）
○持参・郵送（消印有効）　　
　7月1日(月) ～ 17日(水)

【 第１次試験日】 8月18日(日)
【 第１次試験地】 鹿児島市、東京都
【 受験資格 】
30 ～ 39歳（令和２年３月末の満年齢）
ただし、職務経験の要件あり。

【 問】 県警察本部警務課採用係
            ℡ 099-206-2220

警察官Ｂ採用試験
～高等学校卒業程度～

【 受付期間】
 ○インターネット
　 8月7日(水) ～ 21日(水)
○持参・郵送（消印有効）　　
　 8月7日(水) ～ 23日(金)

【 第１次試験日】 ９月22日（日）
【 第１次試験地】 鹿児島市、鹿屋市、奄美市
※詳しくは、県警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　験青木野枝「霧と山」展

【 問】霧島アートの森　 ℡ 0995-74-5945

　鉄を溶断・溶接して美しい空間をつくる
彫刻家・青木野枝が、霧島の自然を象徴す
る「霧」と「山」をテーマに、霧島アート
の森の全室を使った個展を開催します。

【 期間】 7月26日（金）～ 9月23日（月・祝）
【場所】  霧島アートの森 アートホール
【料金】  一般800円、高校・大学生600円、
　　　 小・中学生400円

撮影：砺波周平　Courtesy of ANOMALY

夏の星空観望会

【 問】青少年研修センター　 ℡ 099-294-2111

　豊かな自然の中で、宇宙の雄大さを感じ
ながら、美しく輝く惑星や天の川、夏の星
座などを眺めてみませんか。

【日時】 8月24日（土）午後7時30分～午後9時
            ※雨天実施

【場所】  青少年研修センター
【 定員 】  200名程度
【料金】  無料

【 問】上野原縄文の森　℡ 0995-48-5701

　約３万本の樹木がある上野原縄文の森
で、「どんな虫が見られるか」や「虫を探す
ときのポイント」などを聞きながら、観察
します。自然を生かしたネイチャーゲーム
も楽しめます。

【日時】 8月4日（日）9時30分～正午
【場所】  上野原縄文の森
　　　 見学エリア・体験エリア

【 講師】 鹿児島県体験的環境学習研究会
             会長　岩切　敏彦　氏

【 定員 】  小・中学生とその保護者40名程度        　
※要事前申し込み

【料金】  無料

縄文の森不思議探検第１回
「縄文の森で虫たちを探そう」

みて きいて あそぼう！
鹿児島県文化振興財団体験フェア 2019

【 問】宝山ホール　℡ 099-223-4221

夏休み・黎明館キッズフェスタ

ＵＩターンフェア “ かごしま ” ＆
県内就職合同面接会を開催します！

【 問】 県庁雇用労政課　℡ 099-286-3026

　県内企業約170社が参加し、多くの企業と出会
える絶好の機会です。お気軽にご来場ください。

（参加費無料、事前登録不要、年齢不問）

【日時】 8月16日（金）午後1時～午後4時30分 
             （受付　午後0時30分～）

【場所】 城山ホテル鹿児島 
【対象】 
鹿児島県への UI ターン希望者、県内求職
者、来春３月卒業予定の大学・短大などの
学生（高校生を除く）

【 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の新造船で
関西へのクルーズを楽しみませんか？

　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。鹿児島市内
と志布志港の間には、乗船者無料のシャトル
バス（要事前予約）も運行中です。
　関西へのお出かけの際には、さんふらわあ
で楽しく優雅な船の旅をお過ごしください。

【昨年就航した新造船２隻のポイント】
○贅沢な船旅を味わえる「スイートルーム」
   やペットと一緒に旅行ができる「ウィズ  
    ペットルーム」を新設！
○レストランや展望大浴場が拡大！
○船内イベントが充実！

【 問】黎明館学芸課　℡ 099-222-5396

　小学生を対象に、黎明館常設展示などの
見学や体験学習を行い、鹿児島の歴史や文
化について学びます。

【日時】 8月18日(日)午前10時30分～正午
【場所】  黎明館1階常設展示発券所に集合
　　　　（受付は午前10時20分まで）

【対象】 小学生とその保護者・家族
【 定員 】 20名
【料金 】 一般230円 、高校・大学生120円 、
             小・中学生60円
※県内在住18歳以下及び70歳以上は無料

【申込方法】  
7月18日以降、開館時間(午前9時～午後6
時)内に電話でお申し込みください。

　令和2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、県民の方々や企
業などからの募金を募集しています。

【 募集期間 】 令和2年10月31日まで
【 募金方法 】 
以下の各金融機関に備え付けの専用振込用
紙によりお振り込みください。
鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿
児島相互信用金庫・奄美大島信用金庫

【 税制優遇措置 】 
募金額から2千円を差し引いた金額が、所得
税などの寄付金控除の対象となります。
※詳しくは、両大会ホームページをご覧ください。

【 問】県実行委員会事務局　℡ 099-286-2865

燃ゆる感動

※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。

　宝山ホール・みやまコンセール・霧島アー
トの森・上野原縄文の森・埋蔵文化財調査
センターが一堂に会して、楽しいイベント
盛りだくさんの体験フェアを開催します。

【日時】 8月31日（土）～ 9月1日（日）
　　　 午前10時30分～午後3時30分

【場所】  宝山ホール 前庭 アート・ギャラリー
【 内容】 
ミニミニ・コンサート、アート作品作り、
舞台裏探検、火おこし体験、吹奏楽の演奏、
フラダンス体験　ほか

【料金】  無料（体験コーナーで材料費が必要
な場合があります。）

鹿児島県職員採用試験
～中級・初級～

【 試験の種類 】 
○中級試験：一般事務 、教育事務 、土木
○初級試験：一般事務、警察事務、農業土木、
                     林業 、土木 、建築

【 受付期間】 
○インターネット
　8月7日(水) ～ 21日(水)
○持参・郵送（消印有効）　　
　 8月7日(水) ～ 23日(金)

【 第１次試験日】 9月29日(日)
【 第１次試験地】 鹿児島市
【 受験資格 】
○中級試験　20 ～ 27歳
○初級試験    18 ～ 21歳

（いずれも令和２年３月末の満年齢）

※鹿児島県職員採用試験について、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･3894

鹿児島県職員
採用ホームページ
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