
【 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
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お知 らせ

県からの
お知らせ

information

試　験 くらし催　し募　集

広告

【 問】県立博物館　℡ 099-223-6050

　春の大曲線や春の大三角を目印に、春の
代表的な星や星座の探し方を解説します。
　特集では南の低空に見られる星や星座
を紹介します。

【 期間】 3月6日(水) ～ 5月29日(水)
【時間】  午前11時～、午後1時30分～
　　　 午後3時～（各30分間）

【場所】  宝山ホール 4階プラネタリウム
【料金 】 小・中学生110円
             高校生以上200円
※ただし、土･日･祝日は原則、小･中･高校生
　無料。
　また、４月からは料金が変わります。

プラネタリウム
「夢とロマンの星空散歩　春編」

　  催　し

　長年 、鹿児島県の考古学界をリードして
きた、故・河口貞徳氏（ 元鹿児島県考古学会
会長 ）が調査した遺跡の考古資料を紹介
します。
　今回は土器の名前の由来となった遺跡

（標式遺跡）のうち、縄文時代後期終末～
晩期（約3,200 ～ 2,800年前）に該当する
3つの標式遺跡と土器の特徴について紹介
します。

【 期間】 5月17日（金）まで
【場所】  上野原縄文の森　展示館常設展示室
【料金 】 展示館利用料金

河口コレクションコーナー第 3 回

「標式遺跡シリーズ 2」

【 問】上野原縄文の森　℡ 0995-48-5701
【 問】 県警察本部警務課採用係  
            ℡ 099-206-2220

平成 31 年度警察官 A
（大学卒）採用試験

　平成31年度警察官A（大学卒）採用試験
のご案内です。
　皆さんの受験をお待ちしております。

【 受付期間】 
○インターネット
    3月25日（月）～ 4月8日（月）
○持参・郵送
　3月25日（月）～ 4月10日（水）

【第１次試験日】 5月12日（日）
【 試験地】 
鹿児島市
※詳しくは県警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。

鹿児島県職員採用試験を
実施します

【 問】 県人事委員会事務局総務課  
            ℡ 099-286-3893･3894

【 試験の種類 】 
○上級「行政 」特別枠試験
※特別な公務員試験対策は不要で、民間志向
　の方でも気軽に受験できます。

【受付期間】 
○インターネット
　3月14日(木) ～ 27日(水)
○持参・郵送
　3月14日(木) ～ 29日(金)

【 第1次試験日】 
4月21日(日)

【 試験地】 
鹿児島市

【 受験資格 】 
22 ～ 25歳（2020年3月末時点の満年齢）

【その他】 
※6月に実施する上級試験（全ての試験区分）
　と併願することはできません。
※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。

　  試　験

みんなの水辺サポーターを
募集しています

　県では、地域の自治会やボランティアの皆
さんが県管理の河川・海岸で定期的に行う清
掃・草刈りなどの美化活動を「みんなの水辺
サポーター」として支援しており、新たにサ
ポーターとして活動に参加する団体などを
県内で幅広く募集しています。

【 補助金 】 
年間上限30,000円

【 支援内容】 
清掃・美化活動に必要な経費の補助（ゴミ袋、
軍手、草刈機等購入費、重機リース料など）

【 問】県庁河川課　℡ 099-286-3590

3 月は自殺対策強化月間です

【 問】 県庁障害福祉課　℡ 099-286-2754

　自殺を考えている人は、表情が暗くなった
り、飲酒量が増えるなど、何らかのサインを
発していると言われています。
　あなたの家族や友人の様子が、「いつもと違
う」と気づいたら、声をかけ、話を聞いてください。

【相談窓口】
○県自殺予防情報センター
　℡ 099-228-9558
○こころの電話相談窓口
　℡ 099-228-9566･9567
○NPO 法人ネットポリス鹿児島
   スマートフォンアプリ「LINE」のID検索で、　
　「meyasubako」と検索　

世界文化遺産 VR・AR
スマートフォンアプリ公開

　幕末の薩摩藩の殖産興業事業「集成館事
業」を現地で間近に体感することができる
無料のVR・ARスマートフォンアプリの新た
なコンテンツを3月末から公開します。
　昨年度、島津斉彬が築造した反射炉など
の復元に続き、今年度は、「旧集成館機械工
場」、「鹿児島紡績所」、「旧鹿児島紡績所技
師館（異人館）」をCGで復元しました。
　アプリをダウンロードして、幕末当時の様
子を体験してみてください。

【 問】 県庁世界文化遺産課 
            ℡ 099-286-2365

新造船フェリーさんふらわあで
大阪に行きませんか？

　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。
　昨年は、約25年ぶりとなる新造船2隻が就
航し、スイートルームやウィズペットルームが
新設されたほか、レストランや展望大浴場も拡
大、船内エンターテイメントも充実しています。
　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。
　関西へのお出かけの際には、新造船で
楽しく優雅な船の旅をお過ごしください。

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

夢のマイホームを
県住宅供給公社分譲地で

　住宅ローンの金利動向を考えると、「今」
がマイホームの建て時かも。公社では、良好
なマイホーム用地を分譲中です。

【場所】
妙円寺団地（日置市）
パークヒルズ鹿屋（鹿屋市）
※子育て支援やシニア支援、複数区画購入
　割引などの土地価格の割引特典もあります。
※詳しくは、公社ホームページをご覧ください。

【 問】 県住宅供給公社　℡ 099-226-7831

第 47 回鹿児島陶芸展

【 問】県庁生活・文化課　℡ 099-286-2537

　県内在住者・出身者を対象とした陶芸の
公募作品展を開催します。
　若い世代から高齢者まで、伝統的な手法
を生かした創造性豊かな作品、生活に密着し
た作品など、個性豊かな力作が展示されます。
　ぜひご来場ください。

【 期間】 4月5日（金）～ 14日（日）
【場所】  黎明館
【入館料】  一般 600円（前売り 400円）
※高校生以下無料

【 問】 黎明館　℡ 099-222-5100

　黎明館では、常設展示を一部リニューアル
中です。期間中は館内でご利用いただけない
エリアがありますので、ご了承ください。

【リニューアル内容①】
案内表示や展示解説の多言語化　など
○工事期間（予定）
　4月11日(木)まで
○工事場所（閉室）
　常設展示1・3階及び3階無料コーナー

【リニューアル内容②】
明治日本の産業革命遺産に関する展示の
新設　など
○工事期間（予定）
　4月12日(金) ～ 7月18日(木)
○工事場所（閉室）
　常設展示2階
※詳しくは県ホームページをご覧ください。

黎明館常設展示一部リニューアル

　  くらし

県職員採用ホームページ

　2020年10月開催の「燃ゆる感動かごしま
国体・かごしま大会」の運営や障害者の方々
への情報支援を行うボランティアを募集して
います。
　「オールかごしま」で全国から訪れるすべて
の方 を々「心のこもったおもてなし」でお迎えし、
たくさんの方の心に残る両大会にしましょう。  
　多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

【 募集人員 】 
運営ボランティア…………5, 200人
情報支援ボランティア
　手話
　筆談・要約筆記

【 応募方法 】 
両大会ホームページまたは県や市町村の窓口
などに置いてある申込書によりご応募くだ
さい。
※詳しくは両大会ホームページをご覧くだ
　さい。

かごしま国体・かごしま大会の
ボランティア募集

　  募　集

　……………300人
　………………………300人

【 問】県実行委員会事務局  
            ℡ 099-286-2906

かごしま国体・かごしま大会
ボランティアホームページ
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