
   9 月 7 日（木）～ 11 日（月）宮城県仙台市で開催された 5 年に
1度の和牛の祭典「第 11回全国和牛能力共進会」において、鹿児島
県が悲願の団体総合優勝を獲得しました。
  鹿児島県は 9 出品区のうち 4 つの区で 1 席を獲得するなど全ての
区で 6 位以内に入賞するというすばらしい成績でした。
　生産者、関係者の思いがひとつとなった「チーム鹿児島」団結力の
勝利です。
　次回、2022 年の第 12 回全国和牛能力共進会は霧島市で開催され
ます。地元開催ということで、県下一丸となって 2 連覇を目指します。
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専用アプリ「COCOAR2」で
写真にかざすと動画が再生されます。
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【 問】 県庁交通政策課  ℡ 099-286-3302
　　　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。
　鹿児島市内から志布志港には、乗船者
無料のシャトルバス（事前要予約）も運行
していますので、関西へのお出かけの際
には、ぜひ楽しく優雅な船の旅をご利用
ください。
※平成30年春・夏には、約25年ぶりとなる　
　新船2隻も就航予定!

フェリーさんふらわあで
関西に行きませんか？

宝山プレゼンツ
オペラシアターこんにゃく座公演
オペラ「ネズミの涙」

【 問】宝山ホール　℡ 099-223-4221

　全国各地で笑いと涙の渦を巻き起こして
きた「ネズミの涙」が鹿児島にやってくる！

【日    時】 12月23日(土・祝)午後2時開演
【場　所】  宝山ホール
【入場料】 全席指定
	 一般3,000円	 高校生以下1,500円

【台本・演出 】 鄭　義信
【作曲・音楽監督】 萩　京子
【 出　演 】 オペラシアターこんにゃく座
※未就学児の入場・同伴はお断りします。
※当日各500円増

【 問】県立図書館　℡ 099-224-9515

　来年は、明治維新150周年。いよいよＮＨ
Ｋ大河ドラマ「西郷どん」が始まります。
　県立図書館では、館長講演会を行い、大河
ドラマの見どころを解説します。

【日    時】 12月10日（日）
	 午後1時30分～午後3時25分

【場　所】  県立図書館1階大研修室
【 講　師】 原口　泉（県立図書館長）
【演　題 】 「NHK大河ドラマ
	 “西

せ ご

郷どん”の見どころ」
【定　員 】 180人（要事前申込み）

県立図書館長講演会

【 問】青少年研修センター  ℡ 099-294-2111

　青少年研修センター内にあるつたや木の
葉、木の実など自然素材を集め、それらを
使ってクリスマスリースをつくりませんか。
　ご家族、グループでのご参加をお待ちし
ています。

【 期　日】 1回目　12月	3日（日）
	 2回目　12月10日（日）

【場　所】  県立青少年研修センター
【対　象】 県民（家族・グループ）
【定　員 】 各50組
【申込方法】 電話
※先着順とし、3日(日)、10日(日)の
　いずれか一日のみの応募とします。

自然素材で作る
クリスマスリース

【 問】奄美少年自然の家　℡0997-53-1032

　奄美の空に、ぐにゃぐにゃ凧など手作りの
凧をあげましょう。

【日    時】 12月10日(日)午前10時～午前11時30分
【場　所】  奄美少年自然の家
【対　象】 幼児から一般まで
	 (中学生以下は保護者同伴)

【料　金】 一作品30円～ 100円

凧作り教室

【 問】奄美パーク　℡0997-55-2333

　フユウンメとは冬の折り目という意味で、
作物の収穫に感謝する祭りです。季節の移り
変わりと地域の伝統文化に触れ、楽しんでい
ただくコンサートを行います。

【日    時】 12月3日(日)
	 午後1時30分～午後3時30分

【場　所】  奄美パーク　奄美の郷
【入場料】 無料

フユウンメコンサート

　 催　し

おいどん市場与次郎店 11 周年創業祭

にぎり寿司体験および
県産魚の販売会

【 問】県庁水産振興課  ℡ 099-286-3435
  　　 鹿児島県漁業協同組合連合会
  　　 ℡ 099-253-7811

　地元で水揚げされた魚を使って「にぎり
寿司」を作る体験教室を開催します。寿司
職人から本格的な「にぎり寿司」の作り方
を学んでみませんか。
　当日は新鮮な県産魚の販売会も行います
ので、どうぞお越し下さい。

【日    時】 11月11日（土）
	 午前の部		受付開始午前9時30分
	 午後の部		受付開始午後1時

【場　所】  おいどん市場与次郎店
【定　員 】 32名
	 ※午前・午後	各16名
	 ※当日受付、先着順

【にぎり寿司体験参加費 】 無料

【 問】みやまコンセール　℡ 0995-78-8000

　ホールでの音楽体験と、
霧島地域の豊かな自然と
歴史・文化を満喫できるバ
スツアー（①霧島アート
の森コース、②上野原縄文
の森コース、③霧島再発見
コース）を企画しました。

【日    時】 11月26日（日）午後2時30分開演
【場　所】  みやまコンセール　主ホール
【入場料】 自由席（コンサートのみの料金）
	 	一般1,000	円　
	 学生・幼児（3歳以上500	円）
※3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください

霧島芸術の森を巡る旅

【 問】県立博物館　 ℡ 099-223-6050

　国際宇宙ステーション(ISS)に物資を
届ける「こうのとり」が打ち上がる鹿児島
県は、ISSに一番近い県と言えます。
　「こうのとり」の打ち上げの様子やISS
を見る方法などを紹介します。

【期    間】 11月18日(土)	～12月30日(土)
【場　所】  宝山ホール　4階化石展示室
【入場料】 無料

企画展
国際宇宙ステーションに

一番近い県　鹿児島
方言週間フェスティバル

第２回かごしま弁フェスティバル

【 問】 県庁生活･文化課  ℡ 099-286-2537

　県では、11月第3週を「鹿児島県方言週間」
として制定し、方言伝承の重要性や方言の積
極的な活用を呼びかけています。
　鹿児島県の方言を次世代へ継承していくた
めに、楽しみながら方言に触れてみませんか。

●方言週間フェスティバル 
【日    時】	11月12日(日)
																	午前１1時～午後2時

【場　所】  かごしま県民交流センター

●第2回かごしま弁フェスティバル 
【日    時】	12月16日(土) ～ 17日(日)
																	午前10時～午後4時

【場　所】  かごしま県民交流センター

　 くらし

【問】 県庁子ども福祉課  ℡ 099-286-2763

11月は
「児童虐待防止推進月間」です
　期間中は、かごしま県民交流センターや地
域振興局等に、オレンジリボンツリーを設置
しています。
　児童虐待のない社会になることを願って
リボンを結んでください。
　なお、鹿児島県でも児童虐待の認定件数
は、年々増加傾向が続いています。

※児童相談所全国共通ダイヤル｢189｣で
　最寄りの児童相談所につながります。

企画展
明治維新前後の鹿児島

～考古資料にみる幕末から西南戦争～

　平成30(2018)年は明治維新から150年
に当たります。
　これを機会に、幕末から西南戦争におけ
る鹿児島の様相について、発掘調査された
資料を中心に紹介します。

【 期　間】 平成29年11月17日(金)～
	 平成30年3月21日（水・祝）

【場　所】  上野原縄文の森　企画展示室

【 問】上野原縄文の森　℡0995-48-5701
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