
【 外国語版コンテンツ制作 】
観光案内やサービス案内を多言語で制作いたします。
翻訳だけでなく、伝える相手に合わせたデザインや
音声ガイドなどにも対応いたします。 ● 外国語版パンフレット、MAP、ガイドブック等

● 音声案内（音声ペン、音声アプリ）etc.

多言語対応のツール制作で
お客様のPRやプロモーションをサポート

グラフィック・デジタルコンテンツ（WEB・動画）制作など、お気軽にご相談ください。
鹿児島市南林寺町12-6 TEL.099-226-0815　E-mail : try@try-sha.com

創 造で「未来」をつくる
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【 問】 県庁薬務課  ℡ 099-286-2823 

　もしもの原子力災害に備えて、川内原子
力発電所のUPZ圏内( ５～ 30キロメート
ル)に居住され、一定の要件を満たした希
望者に、安定ヨウ素剤を事前配布します。
　事前配布を受けるためには申請が必要
です。申請方法などについては、4月中に
UPZ 圏内の各世帯に配布されたパンフ
レットか、県のホームページをご覧ください。
　なお、申請や問い合わせは、市や町では
受け付けておりませんので、ご注意ください。

川内原発の
ＵＰＺ圏内に居住する

希望者への安定ヨウ素剤の
事前配布について

明治維新150周年・
大河ドラマ「西郷どん」

放送記念企画展
「大河ドラマと黎明館資料Ⅱ」
　「伊達政宗直筆書状」など、過去に放送
された大河ドラマに関連する黎明館資料
を紹介します。

【 期間】 ８月26日（日）まで
【場所】  黎明館３階企画展示室
【入館料】  一般310円 高校・大学生190円
　　　　 小・中学生120円

【 問】黎明館学芸課  ℡099-222-5396

考古学講座第１回
「霧島の西南戦争～牧園に残る堡

ほう

塁
るい

群～」
　霧島市牧園町に残る堡

ほう

塁
るい

群(陣地跡)から、
霧島で繰り広げられた西南戦争について
解説します。

【日時】 ５月19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】  県文化財保護指導委員 手嶋正次氏
【 定員 】 80名程度
【参加費 】 100円(資料代)

【 問】上野原縄文の森  ℡0995-48-5701

みやま音楽アカデミーⅠ
「みやま音楽塾・鑑賞編」

　クラシックの聴き方、楽しみ方、歴史、
知っておくとためになる情報をお教えし
ます。クラシック初心者の方、音楽通の
方、どなたでもぜひご来場ください。

【 期日】 ５月６日(日) ～５月20日(日) 
             までの毎週末(全４回)

【場所】  みやまコンセール　主ホール
※未就学児の入場・同伴はできません。
　詳しくはみやまコンセールホームページ 
   をご覧いただくか、下記までお問い合わせ
    ください。

【 問】みやまコンセール  ℡0995-78-8000

試　験くらし 催　し募　集

　障害者の自立と社会参加の促進を図る
ため、障害者手帳などをお持ちの方を対象
にパソコンやスマホなどに関する相談・支
援に応じています。
　パソコンやスマホの基本操作、インター
ネットや機器のトラブル、カメラ映像の処
理方法などについて、専門の職員やボラン
ティアスタッフがマンツーマンでアドバ
イスします。お気軽にご相談ください。
　詳しくは県身体障害者福祉協会ホーム
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。

県障害者ＩＴサポートセンター

【 問】 (社福 )県身体障害者福祉協会  
            ℡ 099-228-6271

かごしま営農塾「夜間塾」の
受講生募集

　農業大学校では、就農を目指す方や農業
に興味のある方を対象に、かごしま営農塾

「夜間塾」を実施します。

【 日時】 ７月６日～９月７日までの毎週金曜日
            午後７時～午後９時(全７回)

【 場所 】 かごしま県民交流センター
【 定員 】 ８０名程度

※原則としてすべての講義を受講できる方
詳しくは農業大学校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】 農業大学校　農業研修課  
            ℡ 099-245-1074

【 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

【 試験の種類 】 
上級試験（行政、警察事務 、心理 、農業 、
畜産、農業土木 、林業 、水産、土木 、建築 、
電気 、化学Ⅰ、化学Ⅱ、栄養士、保健師）

【受付期間】 
○インターネット
　５月７日(月) ～ 21日(月)
○持参・郵送(消印有効)
　５月７日(月) ～ 23日(水)

【 第１次試験日】 ６月24日(日)
【試験地】鹿児島市、東京都
【 受験資格 】 
原則として22 ～29歳（保健師は21～29歳）
※年齢はいずれも平成30年３月末現在

【その他】 
　試験案内、受験申込書およびエントリー
シートは県のホームページからダウンロード
できるほか、県庁など県の機関で配布してい
ます。

　  試　験

　開校４年目を迎えた楠隼中学校・高等学校
の学校説明会を開催します。
　楠隼中学校・高等学校の教育内容、寮生
活、生徒たちの様子などを紹介します。
　また、個別相談にも対応します。

【 期日・場所】 
５月13日 (日) 肝付町(本校)
５月20日(日) 鹿児島市、日置市、霧島市、 
                        姶良市
５月26日(土) 出水市、薩摩川内市、
                        曽於市
６月２日(土) 西之表市
６月３日(日)  奄美市
※以降、７月上旬まで県内各地で開催予定　　
　です。
　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。
　事前の申し込みは不要ですので、お気軽
に会場までお越しください。多数のご参加を
お待ちしています。

楠隼中学校・高等学校の
学校説明会を開催します

【 問】 楠隼中学校・高等学校  
            ℡ 0994-65-1192

　  くらし

新船就航！志布志・大阪航路で
関西に行きませんか？

【 問】フェリーさんふらわあ予約センター  
            ℡ 0120-3268-56

　志布志・大阪航路は、フェリーさんふら
わあ「さつま」と「きりしま」の２隻によ
り、志布志港と大阪南港の間を毎日運行し
ています。
　５月15日(火)と今夏には、約25年ぶり
に新船２隻が就航する予定です。新船では、
贅沢な船旅を味わえる「スイートルーム」
やペットと一緒に旅行ができる「ウィズ
ペットルーム」が新しく設置されるほか、
船内エンターテイメントも大幅に充実さ
れます。
　新船「さんふらわあ」で、新しい船旅の
かたち「初めての経験わくわくドキドキ
さんふらわあのカジュアルクルーズ」をお
楽しみください！

　  催　し

県文化振興財団アーティストバンク
登録アーティスト紹介演奏会

「若葉コンサート」

【 問】宝山ホール  ℡099-223-4221

　鹿児島にゆかりのある、未来を担うアー
ティストによるさまざまなパフォーマン
スを、ぜひこの機会にお楽しみください。

【日時】 ７月13日(金)
　　　 午後７時開演

【場所】  宝山ホール
【入館料】  1,000円(全席自由)
【 出演 】  平成30年度に新規登録した県文化
　　　 振興財団アーティストバンク登録            
             アーティスト

博物館まつり

　博物館ってどんなところ？こんな質問
に楽しい催し物でお答えします。博物館
の展示物や収蔵庫案内、「とほうもなく冷
たい世界」などの楽しい実験やふれあい
コーナーなど、ワクワクドキドキのイベン
トがいっぱいです。

【日時】 ５月20日(日)
　　　 午前10時～午後４時

【場所】  県立博物館本館
             別館(宝山ホール) ４階

【料金】 無料
【 問】県立博物館  ℡ 099-223-6050

　  募　集

「かごしま青年塾」第 2 期生募集

【 問】県庁社会教育課　℡ 099-286-5336

　県では、明治維新150周年を契機として、
今後、さまざまな分野において地域社会を
リードする人材を育成することを目的に「か
ごしま青年塾」第２期生を募集します。

【 期日】 平成30年６月～平成31年２月
　　　 (全11回)

【 場所 】 かごしま県民交流センター
　　　  大隅青少年自然の家

【対象】 大学生・社会人(おおむね18歳～25歳)
【内容】 現地研修、宿泊研修、講演、交流会、
            意見発表など
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