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9月25日（土）
鹿児島県・岐阜県姉妹県盟約50周年記念事業
「鹿児島ユナイテッドＦＣvsＦＣ岐阜」

10月6日（水）
第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会
カウントダウンボード除幕式

10月7日（木）
東京2020オリンピック近代五種
日本代表岩元勝平選手表敬訪問

10月15日（金）
第76回国民体育大会「三重とこわか国体」
県代表選手認定証授与式

10月20日（水）
鹿児島空港ビジネスジェット専用施設
「桜島」竣工式

10月23日（土）・11月13日（土）
世界自然遺産登録記念式典

10月23日（土）～24日（日）
知事とのふれあい対話（大島地域）

10月27日（水）
駐日サンマリノ共和国特命全権大使
表敬訪問

10月28日（木）
令和３年度県戦没者追悼式

10月29日（金）
株式会社ＮＴＴドコモとの連携と
協働に関する協定締結式

11月2日（火）
令和３年度県民表彰式

11月4日（木）
ストリートダンス世界大会優勝
加藤有紀氏表敬訪問

11月5日（金）
2021かごしまの新特産品コンクール

11月7日（日）
知事とのふれあい対話（南薩地域）

11月18日（木）
東京2020オリンピック金メダリスト
濵田尚里選手県民栄誉表彰式

11月20日（土）～21日（日）
知事とのふれあい対話（熊毛地域）

9月25日（土）11月2日（火）

鹿児島県・岐阜県姉妹県盟約
50周年記念事業
「鹿児島ユナイテッドＦＣ

vs ＦＣ岐阜」
白波スタジアムで開催された｢鹿児
島ユナイテッドFC vs FC岐阜｣の試合
において、鹿児島県・岐阜県姉妹県盟
約50周年を記念したセレモニーを開
催しました。セレモニーでは、塩田知
事からFC岐阜に対し、今後の活躍を
願って、黒牛、黒豚、カンパチを贈呈し
ました。試合では、鹿児島ユナイテッド
FCの選手が鹿児島県の県木「カイコ
ウズ」をモチーフとしたユニフォーム
を着用してプレーしました。カイコウ
ズは、姉妹県盟約20周年の年に岐阜
県内に植栽され、当地では「薩摩カイ
コウズ街道」と呼ばれるなど、両県を
つなぐ絆の象徴となっています。
今後とも、両県の絆がさらに深まる

よう取り組んでまいります。

2021かごしまの新特産品
コンクール
「かごしまの新特産品コンクール」
は、多様化する消費者ニーズに対応し
た売れる商品づくりを目指して、県、鹿
児島市、県特産品協会が毎年合同で
開催しているものです。
今年は、おうち時間を楽しく過ごす
食品や生活用品、鹿児島の素材を生
かした土産品、廃材を再利用した工芸
品など、アフターコロナやＳＤＧｓの視
点を踏まえた113品が出品され、審
査の結果、22品が知事賞などを受賞
しました。　
入賞商品については、今後、新たな
鹿児島の特産品として国内外へＰＲし
ていくとともに、ネット販売や鹿児島
フェア、商談会などを通じて販路開拓
の支援を行ってまいります。

令和３年度県民表彰式
県民の福祉に貢献し、特に顕著な
功績を挙げられた5名の方々に県民
表彰を授与しました。

〈地方自治部門〉

米満 重満 さん
【元 湧水町長】

栗野町長及び湧水町長として、6期
24年にわたり町勢の発展と住民福祉
の向上に努められるとともに、県町村
会監事や川内川上流河川改修期成同
盟会会長を歴任されるなど、本県地方
自治の発展に貢献されました。

〈教育文化スポーツ部門〉

西 健吉 さん
【元 公益社団法人
二科会鹿児島支部長】

洋画家として、長年にわたり研さん
に努められ、二科展をはじめ数多く
の展覧会で受賞を重ねられるととも
に、公益社団法人二科会鹿児島支部
長や同会常務理事を歴任されるな
ど、本県芸術文化の振興に貢献され
ました。

〈保健福祉部門〉

金子 洋一 さん
【元 公益社団法人
鹿児島県医師会副会長】

外科医として、長年にわたり地域住
民の健康増進や乳がん検診の普及・
啓発に尽力されるとともに、県医師
会副会長や日本医師会代議員を歴任
されるなど、本県医療の発展に貢献
されました。

〈産業経済部門〉

西郷 隆文 さん
【元 鹿児島県薩摩焼
協同組合理事長】

陶芸家として、長年にわたり研さん
に努められ、薩摩焼のブランド化を
推進されるとともに、県薩摩焼協同
組合理事長の職を長きにわたり務め
られるなど、薩摩焼をはじめ本県陶
業の振興に貢献されました。

〈くらし・環境部門〉

山本 良樹 さん
【元 鹿児島県
公安委員会委員長】

県公安委員会委員長として、警察
組織の民主的管理と政治的中立性の
確保に尽力されるとともに、同組織
における女性活躍の視点の導入に尽
力されるなど、本県公安の推進に貢
献されました。

10月23日（土）・11月13日（土）

世界自然遺産登録記念式典
10月23日に奄美大島で､11月13
日に徳之島で「世界自然遺産登録記念
式典」を開催しました。式典では、昨年
7月に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部
及び西表島」が世界自然遺産に登録さ
れたことについて、これまでご尽力い
ただいた関係省庁、沖縄県、国会議員、
県議会議員の皆さまに改めて感謝申
し上げ、地元市町村、関係団体、地域住
民の皆さまのご努力の積み重ねに、深
く敬意を表しました。
環境省からは､世界自然遺産に登録

された証（あかし）として世界遺産認定
証のレプリカをいただきました。
今後とも、奄美の素晴らしい自然が
次の世代に継承されるよう取り組んで
まいります。

11月5日（金）

東京2020オリンピック
金メダリスト濵田尚里選手
県民栄誉表彰式
東京2020オリンピックの柔道女子
78kg級において、オール一本勝ちで
金メダルを獲得された濵田尚里選手
（霧島市出身）に対し、県民栄誉表彰
を授与しました。表彰式では、表彰状
と記念品を贈呈し、塩田知事から「県
民の皆さんに夢と希望を与えていた
だきました。これからも鹿児島の子ど
もたちに柔道の楽しさを伝えてくださ
い」と祝福の言葉がありました。それ
に対し、濵田選手から「ふるさとの皆
さんからいただいた応援が金メダル
獲得の大きな力になりました」と感謝
の言葉が述べられました。

11月18日（木）

写真入りで紹介

県からの ●事業、催しなどは延期・中止になることがあります。
●各お知らせの詳細は、ホームページをご覧いただくか
各問い合わせ先におたずねください。

第2回桜島だいこんフェア

世界文化遺産「明治日本の産業革
命遺産」の県内構成資産である「旧集
成館」の一つ「旧鹿児島紡績所技師館
（異人館）」の周辺整備が完了したこと
を機に、その価値や魅力について理解
を深めるため、歴史作家の桐野作人
氏による講演や専門家によるパネル
ディスカッションを開催します。

【期日】２月26日(土)
【場所】南日本新聞会館

みなみホール(鹿児島市）
【料金】無料
※事前申し込みが必要です。
【問】県庁世界文化遺産室

☎099（286）2365

世界文化遺産シンポジウム
―桐野作人氏による講演―

アストル・ピアソラ生誕100年
～みやまで奏でるタンゴの歴史～

12回目を迎える、みやまスペシャ
ルコンサート。生誕100年を迎えたピ
アソラの音楽の世界を、華やかに情熱
的に彩ります。

【日時】2月13日(日) 午後2時開演
【会場】みやまコンセール 主ホール
【料金】指定席 一般 2000円

3歳～学生 1000円
【出演】愛川義夫（クラシックギター）

入来慶子（ピアノ）
池田梨沙（フルート）
黒田印南（ヴァイオリン）
木原雅代（ヴァイオリン）
重森敬子（チェロ）
清水かおり（コントラバス）
玉川智美（バレエ）
川波幸恵（バンドネオン）
天野るり子（ソプラノ）
豊丸安美（ダンス）

【問】みやまコンセール
☎0995（78）8000

かごしまの伝統野菜の魅力をＰＲす
る「桜島だいこんフェア」を開催しま
す。期間中は県内のホテルや飲食店な
どで桜島大根を活用したさまざまなメ
ニューが提供されます。
また、オープニングイベントでは、さ
まざまな企画をご用意していますの
で、ぜひ、ご来場ください。

〈フェア〉
【期間】１月29日(土)～２月23日(水)
【場所】県内のホテル・飲食店など

約150店舗

〈オープニングイベント〉
【期日】１月29日(土)・30日(日)
【場所】天文館ベルク広場
【内容】飲食・物販ブースの出店

桜島大根重量当てクイズ など
※詳しくは、鹿児島商工会議所のホームページを
ご覧ください。

【問】県庁かごしまＰＲ課
☎099（286）3045

お知らせ

黎明館企画展

「玉里島津家資料展」

玉里島津家は、幕末の薩摩藩の指
導者・島津久光がその功績により、
1871（明治4）年に新たに興した家で
す。同家の資料は、質、量ともに当館歴
史資料の中核を成していますが、未公
開の資料も相当数あります。
今回、創設150年を記念して、未公
開資料を中心に、古文書・調度品・美
術品等、玉里島津家資料の魅力をたっ
ぷりご紹介します。

【期間】3月6日(日)まで
【場所】歴史・美術センター黎明館

3階 企画展示室
【料金】一般 400(300)円

高校・大学生 250(150)円
小・中学生 150 (80)円
※( )は20人以上の団体料金

【問】黎明館学芸課
☎099（222）5404

旧鹿児島紡績所技師館(異人館)

工芸・生活用品部門で知事賞を受賞した
「薩摩切子かぐや（竹製蓋付）」
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