
　４月２０日（木）、鹿児島市西谷山１丁目５「たわわタウン谷山」内の「農家
レストランたわわ」にてグリーンカーテン植樹イベントを開催しました。
　当日は、ゆうかり保育園の２１名の園児の皆さんに、経済連グループ女性
職員で組織された営業チーム鹿児島まるごと売り込み隊「チームＫＡＲＥＮ」
特製の「キュウリゼリー」を食べてもらったあと、レストランスタッフ並びに
ＪＡ鹿児島県経済連イメージキャラクター「おいどん君」と一緒にゴーヤーと
キュウリの苗を植えました。
　今後は収穫祭も予定しています。自分たちで植えた小さな苗が大きく育ち、
どんな料理になるのか園児のみなさんも楽しみにしていました。
　ＪＡ鹿児島県経済連グループではこれからも鹿児島県の農業を守り、発展
させるための取組みを進めてまいります。
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農業大学校オープンキャンパス
参加者募集

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

　農業大学校では、施設見学や体験実習など
を行うオープンキャンパスを実施します。

【 開催日】 
1回目 8月  3日（ 木 ）
2回目 8月20日（ 日 ）

【応募締切】 
1回目 7月20日（ 木 ）
2回目 8月  ４日（ 金 ）

【対象者】 
農業大学校の受験希望者やその保護者など
※鹿児島中央駅から無料送迎バスも運行 
    しますので、ぜひご参加ください。
※詳しくは農業大学校の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】 楠隼中学校・高等学校
  ℡ 0994-65-1192

楠隼中学校・高等学校の
寮見学会・体験授業を開催します

　開校３年目を迎えた楠隼中学校・高等学
校の寮見学会・体験授業を開催します。

【 期日・場所(予定 )】 
７月29日（土）
 楠隼中学校・高等学校

【申し込み期間】��
７月10日(月)まで
※無料送迎バスも運行します。
　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。

【 問】 県庁地球温暖化対策課
  ℡ 099-286-2586

夏季の省エネ・節電に
取り組みましょう

　夏は、１年で最も電力需要が大きくなる季節
です。熱中症に気をつけ、無理のない範囲で、
できる限りの省エネ・節電にご協力ください！

【家庭の節電の取組例】 
・ エアコン　室温28℃を心がける。
・ 冷蔵庫　　設定を「強 」から「中」にする。
・ 照明　　　不要な照明は消す。
・ テレビ　　省エネモードに設定する。
※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。

　 くらし

鹿児島県職員採用試験を実施します
～民間企業等職務経験者～

　あなたのキャリアを鹿児島県政に!!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。今年度から行政
に加え技術職のUIターン枠（ 農業・畜産・
林業・水産・土木 ）試験を実施します！

【 試験の種類 】
○民間企業等職務経験者職員採用試験

【 受付期間】 7月3日(月) ～ 19日(水)
※インターネットによる申し込みは、
　7月3日（月）～ 17日（月）

【第１次試験日】8月20日(日)
【 試験地】鹿児島市、東京都
【 受験資格 】
30 ～ 39歳（平成30年3 月末の満年齢）
※ただし、職務経験の要件あり。

【その他】
　受験資格および申込書の配布場所など
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。

【 問】県人事委員会事務局総務課
℡ 099-286-3893・3894

鹿児島県職員採用試験を実施します
～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】 8月9日(水) ～ 8月25日(金)
※インターネットによる申し込みは、
　8月9日(水) ～ 8月23日(水)

【第１次試験日】９月24日(日)
【 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
 ※年齢はいずれも平成30年３月末現在

【その他】
　試験案内および申込書は、県庁など県の機
関で配布しています。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】県人事委員会事務局総務課
℡ 099-286-3893・3894

　 試　験 鹿児島県立短期大学
「夏のオープンキャンパス」の開催案内

　「県短」をもっと知りたい、見学してみたい
という方、ぜひ参加してください。

【 日　時】 7月22日（ 土 ）
　　　　 午後１時～午後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、教諭など

【参加費 】 無料

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

企画展
開園 15 周年記念縄文ワールドかごしま

【 問】上野原縄文の森　℡ 0995-48-5701

　開園15周年を記念して、県立埋蔵文化財
センターの所蔵資料の中から、鹿児島の縄文
時代における先進性・独自性を示す貴重な
土器や石器などを紹介します。また、平成
28年度に発掘調査を行った久慈白糖工場
跡(奄美大島)から発見された煉瓦など、注目
される成果も展示します。
　今回の企画展に関する講演会を、８月
19日（土）と９月16日（土）の２日間開催
します。講演会終了後、講師による企画展
ギャラリートークも行います。

　 催　し

　多くの恵みをもたらしてきた奄美の海
を紹介し、その魅力を再認識してもらうた
めに、自然写真家 興克樹さんの写真展な
どを開催しています。

ネリヤカナヤフェスタ

【 期　間】�7月16日(日) ～８月31日(木)
　　　　※7月19日（水）は休園日

【場　所】��奄美パーク　奄美の郷
【料　金 】 無料

【 問】奄美パーク　℡ 0997-55-2333

　大きくてかっこいいカブトムシ・クワガ
タムシは、夏休みの主役の一つでしょう。
世界のカブトムシ・クワガタムシを紹介す
るとともに、鹿児島にすむさまざまなクワ
ガタムシの秘密なども紹介します。

【 期　間】�7月８日(土) ～９月10日(日)
【場    所】��県立博物館　１階企画展示室
【料　金】 無料

企画展
世界のカブトムシ・クワガタムシ

【 問】県立博物館　℡ 099-223-6050

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　℡ 099-286-3208

　UI ターン希望者や県内就職を希望する
方を対象に「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。
　県内企業約 100社が参加し、一度に多く
の企業と出会える絶好の機会ですので、
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10日(木)午後１時～午後５時

【場　所】�
�鹿児島サンロイヤルホテル

【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）

かごしま就農・就業相談会を
開催します

　農業・林業・水産業を将来の職業として
考えている方を対象に、相談会を開催します。

【 問】 公益社団法人
　　　鹿児島県農業・農村振興協会

  ℡ 099-213-7223

【日　時】 
８月11日（ 金・祝 ）午前10時～午後４時

【場　所】��かごしま県民交流センター
【参加費 】 
入場は無料で予約等は不要です。
※相談会の詳細は、県ホームページなど　
　をご覧いただくか、お問い合わせください。

　 募　集

2017 かごしま住まいと建築展
への出展者を募集します

【 問】県庁住宅政策室　℡ 099-286-3738
　　  (公財)鹿児島県住宅･建築総合センター　
　　　℡ 099-224-4599

　10月20日(金) ～ 22日(日)の３日間、
かごしま県民交流センターにおいて開催
される「2017 かごしま住まいと建築展」
において、新技術･新建材などの展示とし
て小間出展していただける企業 ･ 団体な
どを募集します。

【 募集期間 】 7月26日(水)まで
【出展料 】 
屋内展示ブース大　120,000円
屋内展示ブース小　  80,000円
屋外テント１張　　 100,000円 他
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