
   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。

　10月25日（水）、おいどん市場与次郎館敷地内「おいどん田んぼ」にて今年で
6回目となる稲刈りを開催し、やなぎの保育園の園児たち１６名が参加しました。
　田んぼには園児が6月中旬に植えつけた「あきほなみ」の苗がすくす
く育ち、約300株が実りました。園児たちは楽しそうに稲刈り・かけ干し
を体験し、「楽しかった」「まだまだやりたい！」との声があがりました。
　野元館長は「この体験を通じて、普段何気なく食べているご飯のもとで
ある 『米』がどのようにできるのか、また生産者の方々 がどんな思いで作っ
ているか少しでも感じ取ってもらえればと思う。」と話していました。
　刈り取った米は後日、やなぎの保育園の子供達の昼食になりました。
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企画展「口永良部島の自然」　 くらし ～鹿児島で世界を語ろう～
第 23 回外国人による

日本語スピーチコンテスト

　 催　し

人権同和問題県民のつどい
～部落差別解消推進法施行～

　平成28年12月に部落差別解消推進法が
施行されました。人権問題について正しい
理解と認識を深めていただくため「人権同
和問題県民のつどい」を開催します。この
機会に人権について考えてみませんか。

【日    時】 2月6日(火)
                午後1時30分～午後4時15分

【場　所】  鹿児島市民文化ホール
                第2ホール

【 内　容】 サックス＆ギター演奏による
オープニングや講談師の旭堂南陵氏によ
る人権同和問題講演会など

【入場料】 無料
【 問】  県庁人権同和対策課  ℡ 099-286-2574

　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
や文化の違いを越えた相互理解・国際交流
を深めてみませんか。

【日    時】 1月27日（土）
 午後1時30分～午後4時頃
                （午後１時開場）

【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・事前予約不要
※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。

【 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

「明治日本の産業革命遺産」
シンポジウム

　世界文化遺産「明治日本の産業革命遺
産」の保全や、観光などによる活用に関す
るシンポジウムを（公財）日本交通公社の
牧野主任研究員らを迎えて開催します。

【テーマ 】 世界遺産を生かしたヘリテージ
                ツーリズム

【日    時】  2月12日（月・祝）
                午後2時～午後5時

【場　所】 市民文化ホール 市民ホール
【定　員 】 400名程度（要事前申し込み）
【申込方法】 ファクスまたは電子メール
【参加費 】 無料

【 問】   県庁世界文化遺産課
　　　  ℡099-286-2365

考古学講座 第５回
「西郷どんの素顔」

　大河ドラマで話題の西郷隆盛の素顔に
ついて、エピソードを交えながら紹介・解
説し、明治維新に関わった薩摩藩の偉人に
ついて理解を深めます。

【日    時】  2月24日（土）                
                午後１時30分～午後３時

【場　所】  上野原縄文の森
                展示館多目的ルーム

【 講　師】 鹿児島市維新ふるさと館 歴史解説員
【定　員 】 80人程度（要事前申し込み）
【参加費 】 100円（資料代）

【 問】   上野原縄文の森　℡0995-48-5701

黎明館企画展
「大河ドラマと黎明館資料」

　「西郷どん」を含めこれまでの大河ドラマ
にちなんだ黎明館資料品展を開催します。

【 期    間】  1月16日（火）～ 8月26日（日）
             ※休館日および4月24日(火) ～
　　　　  25日(水) を除く

【場　所】  黎明館３階企画展示室
【入場料】 一般310円、高校・大学生190円、
　　　　 小・中学生120円

【 問】   県歴史資料センター黎明館
              ℡099-222-5218

県・市町合同公売会を
開催します

　県税や市町税の滞納により差し押さえ
を行った物件について、県と市町が合同で
公売会を開催します。皆さんのご来場を
お待ちしています。

【日    時】 1月25日（木)
 開場：午前9時
 入札：午前9時40分から順次開始

【場　所】  かごしま県民交流センター
                2階大・中ホール、展示ロビー

【公売予定物件】 
電化製品、焼酎、日用品など
※詳しくは県ホームページをご覧ください。

【 問】  鹿児島地域振興局納税課
           特別滞納整理班
           ℡ 099-805-7260

高濃度ＰＣＢ廃棄物の
処理期限が迫っています

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物は定め
られた期限までに処分しなければなりませ
ん。高濃度ＰＣＢ廃棄物は処分期間を過ぎる
と事実上処分することができなくなります。
　本県における処理期限は、次のとおりと
なっています。

【 高濃度 PCB 廃棄物】
変圧器、コンデンサー  　平成30年3月末
安定器等、汚染物　　　  平成33年3月末

【低濃度 PCB 廃棄物】　    平成39年3月末
　電気室などにPCB含有機器がないか今一
度確認し、保管・使用している事業者は、一日
も早く確実、かつ適正に処理するための手続
きを行ってください。

労使間のトラブルに関する
無料相談会のご案内

　職場のトラブルで悩んでいませんか？
　県労働委員会委員（弁護士、労働組合役
員、会社経営者等）が相談に応じます。
　労働者、事業主のどなたでも、お気軽に
ご相談ください。

【日    時】 毎月第4火曜日
 午後2時30分～午後5時
 （受付は午後4時30分まで）

【場　所】  県庁労働委員会（県庁15階）

【 問】 県庁廃棄物・リサイクル対策課  
            ℡ 099-286-2596

　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（ 要事前予約 ）も運行
していますので、関西へのお出掛けの際
には、ぜひ楽しく優雅な船の旅をご利用
ください。
※本年春・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？

　自動車税は、毎年４月１日現在で運輸支局
に登録されている自動車の所有者に課税さ
れます。
　そのため、登録が正しく行われない場合、
トラブルの原因になります。
● 下取り・譲渡→移転登録
● 廃車→抹消登録
● 住所・氏名変更→変更登録

【自動車の登録手続先】
鹿児島運輸支局登録部門
℡ 050-5540-2089
奄美自動車検査登録事務所
℡ 050-5540-2090
※住所・氏名が変わった場合は、県にも
    届け出を行ってください。

自動車の登録手続は確実に

【 問】 鹿児島地域振興局自動車税課  
            ℡ 099-261-5611

鹿児島県立短期大学
「平成 30 年度一般入試学生募集」

【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、もしくは平成30年
3月卒業見込みの方、または高等学校を卒
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22日(月) ～ 1月26日（金）

【入 試 日】 ２月14日（水）
【そ の 他】
出願書類は県立短期大学教務課で配布し
ます。

　 試　験

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

【 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

　平成27年5月の新岳噴火で全島民が避
難した口永良部島。半年後には全島避難
が解除され、島の人々も力強く復興の道を
歩んでいます。今もなお活動を続ける火
山と共に生きる植物、動物、そして人々。
厳しい自然の中にも魅力あふれる口永良
部島を紹介します。

【日    時】 2月25日（日）まで
 午前9時～午後5時

【場　所】  県立博物館　１階企画展示室
【入場料】 無料

【 問】県立博物館　℡ 099-223-6050

【問】  県労働委員会事務局  ℡ 099-286-3943
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