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第16 回 縄文の森秋まつり

【 問】上野原縄文の森　 ℡ 0995-48-5701

　今回で16回目を迎える縄文村の秋まつり！　
まつり限定の体験や縄文料理あり、楽しい
ステージパフォーマンスありの盛りだくさん
の２日間です。
　秋の一日を縄文の森で過ごしませんか。

【日時】 10月19日（土）～ 20日（日）
　　　 午前10時～午後３時

【場所】  上野原縄文の森　体験広場
【料金】  入場無料（体験活動は有料）

黎明館・東京大学資料編纂所共同プロジェクト
島津義弘没後四百年記念展 ｢戦国島津｣

【 問】黎明館学芸課　　℡ 099-222-5396

　島津義弘没後 400 年を記念し、黎明館
収蔵資料や東京大学史料編纂所所蔵の
｢島津家文書｣ などを通して、島津氏の知
恵と戦術をご紹介します。
　南九州における激動の戦国時代に思いを
はせてみませんか。

【期間】 10月1日(火) ～ 11月4日(月・振休)
【場所】 黎明館2階 第2特別展示室
【料金】  一般400(300)円、高大生300(150)円
　　　 ※（ ）は20人以上の団体

【 問】 県警察本部相談広報課　
　　　℡ 099-206-0110

　このたび、県警の新たなシンボルマスコッ
トが誕生しました。
　名前は、「かごパトくん」と「さくらロール
ちゃん」。「かごパトくん」は、鹿児島県の「か
ご」とパトロールの「パト」、「さくらロールちゃ
ん」は、桜島の「さくら」とパトロールの「ロー
ル」が、それぞれ愛称の由来です。
　二人は、県警の新しい顔として、各種広報
活動に参加し、県民の皆さまに親しまれるマ
スコットを目指します。
　県民の皆さま、「かごパトくん」と「さくら
ロールちゃん」をよろしくお願いします！

県警の新たなシンボル
マスコットをご紹介します！

ウェルネスかごしま博覧会

【 問】県庁企画課　 ℡ 099-286-2496

　県では、自然、温泉、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、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」を身近に感
じていただくため、ステージイベントや体
験ブースなどが楽しめる「ウェルネスかご
しま博覧会」を開催します。

【日時】  10月６日（日）午前10時～午後4時
【場所】  かんまちあ（鹿児島市）
※企画内容などの詳細は決まり
　次第、「鹿児島のウェルネス」
　ホームページでお知らせします。

　県では、個性豊かで魅力あふれる景観づく
りを目指して、「かごしま・人・まち・デザイン
賞」を実施しています。
　今年度は、今までの受賞作品にスポットを
当てたフォトコンテストを開催。
　県内外問わず、どなたでも応募できますの
で、皆さまからのたくさんのご応募をお待ち
しています。

【 募集期間 】 10月15日（火）まで
【 応募方法 】 
応募票に必要事項を記入し、県庁地域政策
課などの県の機関あてに郵送または持参し
てください。
※詳しくは、県ホームページを
　ご覧ください。

「かごしま・人・まち・デザイン賞」
フォトコンテストを開催しています

【 問】県庁地域政策課　℡ 099-286-2438

特別養護老人ホームなどにおける
職場体験希望者を募集しています

　  募　集

【 問】県立博物館　℡ 099-210-7353

　ペガスス座やアンドロメダ座などの星座の
探し方をご紹介します。　　　
　また、水の星座にまつわるギリシャ神話「怪
獣テュフォンの襲撃」も投影します。

【 期間】 9月14日（土）～ 11月28日（木）
【時間】  午前11時～、午後1時30分～、  
             午後3時～（各30分）

【場所】 宝山ホール4階プラネタリウム
【料金 】 高校生以上210円、小中生120円
※土・日・祝日は県内の高校生以下は無料

プラネタリウム
「夢とロマンの星空散歩 2019 ～秋編～」

【 問】霧島アートの森　℡ 0995-74-5945

　日本や世界の辺境や都市を旅する写真
家・石川直樹が、鹿児島からアジアへと広
がる島々の連なりを写真によって見つめ直
す個展を開催します。

【 期間】 10月4日（金）～ 12月1日（日）
【時間】  午前９時～午後５時
【場所】 霧島アートの森
【料金】  一般800（600）円 、高大生600（400）円 、　　　　　　　

　　　　小中生400（300）円        　
　　　※（ ）は前売りまたは20人以上の団体

石川直樹展「島は、山。」
island ≒ mountain

《MAREBITO》2009年

かごパトくん さくらロールちゃん

かごしま国体・かごしま大会の
ボランティアを募集しています

　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 に々情
報提供を行うボランティアを募集しています。

【 募集人員 】 
運営ボランティア …………5,200人
情報支援ボランティア
　筆談・手書要約筆記 ………200人
　パソコン要約筆記    ………100人
※手話は募集定員に達しました。

【 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】県実行委員会事務局　℡ 099-286-2906

【 問】宝山ホール　℡ 099-223-4221

歴史作家　桐野作人講演会
島津義弘の闘い

　兄義久を最後まで敬い、他藩の武将から
も一目置かれた島津義弘 。その波乱万丈
の生涯と、義弘に影響を与えた人物や出来
事について、ご紹介します。

【日時】 10月１日（火）午後１時30分～４時
【場所】 かごしま県民交流センター 県民ホール
【料金 】 無料
【申込方法 】 （先着590人）
①メールでの申し込み
　（１メール５人まで可）
②往復ハガキでの申し込み
　（１枚で５人まで可）

メールは
こちらから

　  くらし

【 問】県庁楼門等建設推進室　　
　　　℡ 099-286-2506

　来年３月の鶴丸城御楼門の完成に向け
て、多くの方々に御楼門への関心や愛着を
持っていただくためのイベント「瓦記名会」
を開催します。
　あなたやご家族のお名前、メッセージな
どを御楼門と未来に残してみませんか。

【 開催時期】 10月以降
【使用する瓦】  海鼠瓦（なまこがわら）
　　　　　　大きさ:縦71.3㎝、横37.5㎝
　　　　　　重さ:約15㎏

【参加料金 】 １枚10,000円
※詳細は決まり次第、県ホームページなどで
　お知らせします。

鶴丸城御楼門「瓦記名会」

　  催　し

指宿スカイラインの通行料金が変わります
～Ⅱ期区間一律上限 100 円に～

【 問】 県道路公社　℡ 099-275-3111

　県道路公社では、10月１日から指宿スカイ
ラインのⅡ期区間（谷山ＩＣ～頴娃ＩＣ間）の
通行料金を全車種・全区間一律上限ワンコイ
ン100円とする料金引下げを予定しています。
　また、Ⅲ期区間の鹿児島ＩＣ～山田ＩＣ間に
ついても、消費税率引上げに伴い、料金改定
を予定しています。
　錦江湾と桜島が見渡せる指宿スカイライン
を利用して、心弾む楽しいドライブをお楽し
みください。
※Ⅱ期区間の回数券は廃止します。
※詳しくは、県道路公社ホーム
　ページをご覧ください。

　県では、元気な高齢者の方を対象に、特別
養護老人ホームなどで、生活介護を行う職場
体験希望者を募集しています。
　職場体験終了後、就業を希望される方は、
施設との面接などの支援も行っています。

【 募集対象 】 55歳以上の元気な方
【 募集期間 】 11月まで
【 体験内容】 掃除 ､ 配膳 ､ 話し相手など
【 体験期間 】 おおむね 2週間のうち５日間
※施設により募集時期が異なりま　
　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。

【 問】県社会福祉協議会ボランティアセンター　
　　　℡ 099-253-6922《MAREBITO》2009年
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