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【 問】 県立農業大学校 教務指導課
　        ℡ 099-245-1071

キャンペーンサイト

【 問】 県庁観光課　
　　　℡ 099-286-3008

キャンペーンサイト

【 問】 県庁観光課　
　　　℡ 099-286-3008

　ＡＮＡ鹿児島線利用者数1億人達成を記
念し、航空券などの豪華プレゼントが当たる
写真投稿キャンペーンを実施中です。

【対象】 県外在住の鹿児島発着便利用者のうち、  
              「かごしまインスタ100選」に応募した方

【対象搭乗期間】 
令和元年12月1日（日）～令和2年2月29日（土） 

【キャンペーン受付期間】 3月5日（木）まで
【 内容】 航空券や本県の特産品を抽選でプレゼント

ＡＮＡ鹿児島線利用者数
1 億人達成ありがとうキャンペーン

【 問】 県庁雇用労政課　
　　　℡ 099-286-3026

　「九州・山口しごとフェスタ」を東京で開催
します。県内企業17社をはじめ、九州・山口の
企業約130社から業界・会社の概要などを
直接聞くことができる絶好の機会です。
　ぜひご参加いただくとともに、東京圏在住
のご親戚・ご友人などにもお声がけください。

【日時】 2月11日（火・祝) 午前11時～午後5時
                                          （受付 午前10時～）

【場所】 池袋サンシャインシティ
             文化会館3階展示ホールＣ（東京都）

【対象】 
○2021年・2020年に大学などを卒業予定の方
○40歳未満でUIJターン就職を希望される方

【その他】 入場無料・入退場自由
※詳しくは、県ホームページを
   ご覧ください。

九州・山口しごとフェスタ
～業界研究会～

　中部地区から本県を訪れていただいた方
に絶景のクルーズ体験をプレゼントします。

【対象】 中部国際空港から鹿児島便を利用した方 
　　　 ※鹿児島県在住の方は対象外

【 期間】 3月31日（火）まで
【内容】 錦江湾から桜島を身近に楽しめる、  
            桜島フェリー「よりみちクルーズ」   
            の無料乗船券をプレゼント

トブ・クルーズ桜島キャンペーン

　  くらし

【 問】（公財）鹿児島県国際交流協会　　
　　　℡ 099-221-6620
　　　県庁国際交流課　　
　　　℡ 099-286-2303

　県内にお住まいの外国籍の方10名が、
日本や鹿児島で日ごろ感じていることや伝
えたいことを自由に発表します。
　国籍や文化の違いを超えた相互理解・
国際交流を深めてみませんか。

【日時】 1月25日（土） 
             午後１時30分～午後４時20分
              （開場 午後１時）

【場所】��かごしま県民交流センター　
             1階　県民ホール

【その他】�入場無料・事前申し込み不要
※当日は駐車場の混雑が予想されます。
     公共交通機関などのご利用をお願いします。

～鹿児島で世界を語ろう～　
第 25 回外国人による

日本語スピーチコンテスト

【 問】県庁奄美世界自然遺産登録推進室　　
　　　℡ 099-286-2759

世界自然遺産 奄美トレイル
開通イベント

　奄美群島ならではの自然や文化に触れあ
うことのできる自然歩道、奄美トレイルの
大和村エリアと瀬戸内町(本島)エリアの
開通式を行います。当日はウォーキング大
会も開催しますので、ぜひご参加ください。

【日時】�1月26日(日) 
             大和村:受付 午前8時30分～
             瀬戸内町:受付 午前9時～

【場所】 �大和村 :奄美フォレストポリス
　　　 瀬戸内町 :清水総合体育館前

【料金 】�無料 (事前申し込み不要)
※詳しくは、奄美トレイルフェイス
   ブックをご覧ください。

【 問】霧島アートの森　℡ 0995-74-5945

　  催　し

　  募　集

警察学校オープンキャンパス

　シンプルな素材と技法による作品で知ら
れる賴志盛(台湾出身)の展覧会を開催し
ます。

【 期間】�2月13日（木）まで
【時間】 �午前9時～午後5時
             ※入園は、午後4時30分まで

【場所】�霧島アートの森　第2展示室
【料金 】�一般320（250）円、高大生210（160）円             　

　　　　小中生150（120）円
            ※（ ）内は 20人以上の団体料金
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黎明館企画展
｢あの人の家族への手紙　幕末維新｣

　幕末維新期に活躍した人物が書いた、遠
く離れた家族への手紙を紹介します。

【期間】�1月 28 日( 火 ) ～ 5 月 10 日( 日 )
【場所】�黎明館3階　企画展示室
【料金】��一般400(300)円、高大生250(150)円、　 　
　　　 小中生150(80)円
             ※（ ）は20人以上の団体料金

【その他】�
担当学芸員による企画展解説講座（当日先
着80名）を2月15日(土)午後1時30分～午
後3時に開催します。講座後、希望者に展示
解説(有料)も実施します。

【 問】黎明館学芸課　　℡ 099-222-5404

第56回企画展「戦国武将 島津義弘の武と雅
～考古資料にみるかごしまの戦国時代～」

　戦国時代の武将、
島津義弘に焦点をあ
て、初陣を飾った岩
剣城の戦いや敵中突
破を行った関ヶ原の
戦いなどの「義弘の
武」と薩摩焼を生ん
だ茶人であるなどの
「義弘の雅」について、
考古資料を中心に
展示し、紹介します。

【期間】� 3月8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320(250)円、高大生210(160)円、 　　
　　　 小中生150(120)円
             ※（ ）は20人以上の団体料金

【その他】�
企画展講演会（要事前申し込み）を1月25
日（土）午前10時～11時30分に開催します。

【 問】上野原縄文の森　℡ 0995-48-5701

【 問】県警察本部警務課 ℡ 099-206-2220

　警察業務の説明・体験や、学校施設など
の見学のほか、入校生の声を直接聞くこと
のできるオープンキャンパスを開催します。

【日時】 2月22日（土）午前9時～午後1時（予定）
【 場所 】 鹿児島県警察学校（ 姶良市）
【 定員 】 なし（ 要事前申し込み）
【 参加資格 】

 平成元年4月2日～平成16年4月1日に生まれた方
（ 保護者の参加可）

※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。

県立病院で一緒に働く
医師を募集しています

　県外にお住まいの医師で、ふるさと鹿児
島に帰って働きたいという方からの応募をお
待ちしております。また、お知り合いに医師
がいるという方は、ぜひお声がけください。

【 受付期間 】 随時
【 応募資格 】 
次の要件をいずれも満たす方
○医師免許取得後2年以上経過している方
○採用後、1年以上勤務できる方
※詳しくは、県立病院局ホームページをご覧 
   いただくか、下記または各県立病院 （鹿屋
　医療センター､ 大島病院 ､ 薩南病院 ､ 北
   薩病院）までお問い合わせください。

【 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
令和２年度一般入試学生募集

　農業大学校では、農業に関する高度な知
識や技術を習得し、農業に従事することを目
指す令和2年度の入学生を募集しています。

【 出願資格 】 
○高等学校を卒業した方
○高等学校を令和2年3月卒業見込みの方
○高等学校を卒業した方と同等以上の学
    力があると認められる方

【 出願期間】 
○Ｂ日程　1月6日（月）～ 1月23日（木）
○Ｃ日程　2月6日（木）～ 2月20日（木）

【 試 験 日】 
○Ｂ日程　1月30日(木)
○Ｃ日程　2月27日(木)

※募集学科や人数、必要書類
など詳しくは、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。

鹿児島県立農業大学校
令和２年度学生募集

　県立短期大学では、令和2年度の入学生を
募集しています。

【募集学科】 
○昼間課程　文学科・生活科学科・商経学科　
○夜間課程　第二部商経学科

【 出願資格 】 
○高等学校を卒業した方
○高等学校を令和2年3月卒業見込みの方
○高等学校を卒業した方と同等以上の
    学力があると認められる方

【出願期間】 1月27日（月）～ 1月31日（金）
【 試 験 日】 2月19日（水）

※募集人数や必要書類など詳しくは、県立  
    短期大学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

試　験くらし 催　し 募　集
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