このページに掲載している情報や、
さらに詳しい関連情報については、
県ホームページ
（http://www.pref.kagoshima.jp/）
からご覧になれます。

「認知症かな?」と思ったら

「食べきり協力店」
を募集します
「食品ロス」
（＝食べられるのに捨てられる食品）の削減に

認知症に関する医療相談や検査、専門医による診察な
どを行う
「認知症疾患医療センター」
を県内の医療機関内
に９か所設置しています。
「認知症かな？」
と思ったら、かかりつけ医などにご相談
の上、必要に応じてご利用ください。
【認知症疾患医療センター設置病院】
○谷山病院（鹿児島市）
099（269）4119
○パールランド病院（鹿児島市）
099（238）0168
○ウエルフェア九州病院（枕崎市）
0993（72）4747
○宮之城病院（さつま町）
0996（53）1005
○荘記念病院（出水市）
0996（82）2955
○松下病院（霧島市）
0995（42）8558
○栗野病院（湧水町）
0995（74）1140
○メンタルホスピタル鹿屋（鹿屋市） 0994（36）1870
○奄美病院（奄美市）
0997（52）0034
担当窓口

県庁介護福祉課

協力してくださる
「食べきり協力店」
を募集しています。
【対 象】
食べ残しの削減や食材の使い切りなどに取り組む飲食店
や宿泊施設、食料品小売店

県庁生活・文化課

「かごしまフォト農美展」は、豊かな自然、ゆとり、やすら

ぎ、
うるおいなど、
ふるさとかごしまの農業と農村の魅力を
表現した写真展で、今年で25周年を迎えます。展覧会に
は、1,331点の応募の中から選ばれた138点を展示しま
【テーマ】

・小盛メニューの導入

○自由部門：県内の魅力ある農業と農村

・注文確認の工夫や食べ残しの把握

○課題部門：技を伝える後継者

・使い切りレシピの紹介
・ばら売りの導入

【期

など

※各登録店の取組内容は、県ホームページで紹介します。

間】

12月20日
（火）
～25日
（日） 午前9時30分～午後6時
※ただし、最終日は午後５時まで

※取組項目や応募方法など詳しくは、県ホームページをご 【場
覧いただくか、下記までお問合せください。

担当窓口

県庁廃棄物・リサイクル対策課 ☎099（286）2594

所】鹿児島市立美術館

【入場料】無料
担当窓口

川内川流域に甚大な被害をもたらした平成18年洪水か
ら10年。大水害で何を経験し、自助・共助・公助の考え方
の下、
どのように水害に備え‶防災・減災”を実現していく
のか。
また、川内川沿いの市町が連携し、地域が元気にな
る‶かわまちづくり”をどのように実現していくか。安全で
安心な魅力ある川内川を次世代の子供たちへどのように
伝えていくのか考えるサミットが開催されます。
【日 時】12月18日
（日）
午後1時30分～午後4時30分
【場

所】薩摩川内市入来文化ホール

【入場料】無料

☎099
（286）
2523

県庁農地整備課

☎099
（286）
3238

フェリーさんふらわあで
大阪に行きませんか？

「川内川サミット」が開催されます

ドライバーの皆さん！
！
「原則上向きライト点灯」を徹
底して夜間の交通事故を防止し、
年末年始を無事故で過ごしましょ
う。
【運動期間】
平成28年12月10日
（土）
～平成29年１月10日
（火）
【スローガン】
「年末年始 マナーアップで 事故防止」
【運動の重点】
・早朝、
夕暮れ時、夜間における交通事故防止
・飲酒運転の根絶
・後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底
担当窓口

かごしまフォト農美展
～農が伝えるふるさとのメッセージ～

す。ぜひお越しください。

【取組項目】

☎099
（286）
2694

年末年始の交通事故防止運動

携帯サイト
「かごしまモバイル県庁」
は
http://www.pref.kagoshima.jp/mobile/

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。
客室は、優雅なデラックス個室、家族や友人との旅行に
最適なファースト個室、
リーズナブルな大部屋など、旅の
スタイルに合わせて自由に選べます。
最安１万円で往復できる
「弾丸フェリー」
や「ユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパンへの旅」
など、
プランも充実！
年末年始は、楽しく優雅な船の旅をお楽しみください。
※鹿児島市内から志布志港へは、
乗船者無料のシャトルバスが
便利です。
（要事前予約）
※志布志港には、無料駐車場が
平成30年 新船2隻就航予定
あります。
【予約・問い合わせ先】
フェリーさんふらわあ予約センター ☎0120（3268）56

担当窓口

県庁河川課

☎099
（286）
3590

担当窓口

県庁交通政策課

☎099
（286）
3302

県に関するさまざまな情報をお届けします
テレビ

ラジオ

MBC ふるさとかごしま

新聞

MBC むっちゃんの
「いきいき鹿児島！」

（土）
11:15～11:30

K T S ピックアップかごしま
（土）
17:25～17:30

（木）18:50～19:00

（土）
17:55～18:00

ミュー FM
なるほど ! かごしま

K K B かごしま “ ひと ” 最前線
K Y T かごメン！～県政ナビゲーション～

（月）～（金）8:35～8:40

（日）
11:45～11:50

毎月第３日曜日 南日本新聞 南海日日新聞

鹿児島インターネット放送局「ムーブ！かごしま」
http://www.pref.kagoshima.jp/movekagoshima/

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！
ご意見・ご感想をいただいた方の中から、 宛
抽選で特産品をプレゼントいたします。
先
（住所、氏名、年齢、電話番号、を明記）
なお、発表は商品の発送をもってかえさせていただき
ます。いただいた個人情報は、プレゼントの送付以外の
目的には利用しません。

鹿児島県広報課「県政かわら版（12月号）プレゼント係」

県公式ツイッター「鹿児島県政情報」
http://twitter.com/kagoshimakensei
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締切 平成29年1月31日
（火）必着

はなおか こしょう

花岡胡椒タバスコ２本セット ３名様

㈲善ＳＴＹＬＥ

鹿屋市浜田町1250
かのやばら園内ローズダイナー

鹿児島県知事賞

他県紙面交換

http://www.facebook.com/pref.kagoshima

ハガキ
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1
FAX
099（286）2119
電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

花岡胡椒ギフトセット

2016かごしまの新特産品コンクール

県公式フェイスブック「鹿児島県」

かごしまインフォメーション

☎0994（41）8732
明治から昭和初期には「世界の相場を
作る」
「世界の二大産地」と言われるほど
の生産量と品質を誇っていた「花岡胡椒」
を再興しました。2015年にはかごしまの
伝統野菜に指定された花岡胡椒のギフト
セットです。

〈特産品の問い合わせ先〉

鹿児島ブランドショップ
［場所］
鹿児島市名山町9-1 鹿児島県産業会館 1Ｆ
☎099（225）6120 FAX 099（223）0755
［営業時間］午前９時～午後６時
［定休日］年末年始

●山形屋
山形屋
●立体駐車場

●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
県産業
会 館

営利を目的とする場合を除き、この広報紙をそのまま読むことが困難な方のために「点字図書」、
「拡大写本」
「
、録音図書」などの読書代替物への媒体変更を行うことは自由です。

広 告 広告は広告主の責任において掲載しております。

この印刷物は環境に優しい植物性インキと古紙配合率100％再生紙を使用して
います。本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

