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障害のある児童を養育する方へ
～特別児童扶養手当～

身体や知的・精神に中度以上の障害がある20歳未満

の児童を、在宅で養育されている方は、特別児童扶養手

当を受給できます。

障害者手帳を所持していない児童の場合でも申請でき

ます。認定されると、障害の程度に応じ手当が支給され

ます。

●1級（重度障害）：51，550円（月額）

●2級（中度障害）：34，330円（月額）

申請の受付窓口は市町村福祉担当課です。

■お問い合わせ先／熊本県障害保健福祉課
℡096－383－1111
（内線7146・7151）

コンピュータ西暦2000年問題
に冷静な対応を

政府の発表によると、電力、金融、通信、医療、交通、

水道などの日常生活に密着した重要分野では、順調に対

応が進んでいるとされています。県、市町村においては、

万一の不測の事態に対応するため危機管理計画を策定

し、また、年末年始は待機体制をとることとしています。

県民の皆さんも、新聞、テレビなどの報道には特にご注

意いただき、落ち着いた対応をお願いします。

■年末年始にかけてのお問い合わせ時間

19 99年 12月29 日（水） 8 ：30～17 ：15

19 99年 12月30 日（木） 8 ：30～17 ：15

19 9 9年 12月3 1日（金） 8 ：30～24 ：00

2 00 0年 1月 1 日（土） 0 ：00～ 17 ：15

2 00 0年 1月 2 日（日） 1月1日の状況に
より対応200 0年 1月 3 日（月）

200 0年 1月 4 日（火） 8 ：30～ 17 ：15

書お問い合わせ先／
熊本県コンピュータ西暦2000年問題対策本部事務局
（企画開発部企画調整課）　　　℡096－384－1591

結　核　緊　急　事　態　宣　言
～早めの受診で結核予防～

「結核は過去の病気」ではありません。

結核に対する正しい知識をもち、早めの受診で結核の早

期発見に取り組むなど、私たち一人ひとりが結核対策に

取り組みましょう。

結核の初期症状は風邪によく似ています。

このような症状がある場合は、かかりつけのお医者さん

にご相談ください。

■お問い合わせ先／熊本県健康増進課

℡096－383－1111（内線7080）

「森のくまさん」の新米はうまい

パッケージのかわいい
くまさんが商標登録さ
れた新商品「森のくま
さん」の日印です。

県内でしか作っていないくまもとのお米の新品種、

「森のくまさん」の新米が購入しやすくなりました。

今年、作付面積が昨年の約2．5倍に増え、九州内で10

位から4位に、県内でも4位から2位へと大躍進。質量と

もにくまもとを代表するお米となって今秋から店頭に登

場しています。

皆さん、今年の新米をおいしく食べてかわいがってく

ださい。

■お問い合わせ先／熊本県農産課食糧係
℡096－383－1111（内線5380）

くまもと

21ファンド

平成11年12月～平成12年1月
（事業の実施期間／平成12年4月～13年3月）委託者／熊本県

（1）地域文化の振興（2）地域レベルの国際交流

（3）住民の知恵と行政の知識が支え合う地域づくり
意欲のある民間団体等で営利を目的としない活動が中心です。

くまもと21ファンドへお問い合わせください。
「募集案内」等をお送りします。

受託者／住友信託銀行株式会社（代表受託：事務局担当）
三井信託銀行株式会社・安田信託銀行株式会社
株式会社大和銀行

公益信託くまもと21ファンド事務局
熊本市手取本町2番5号住友信託銀行熊本支店内

℡096－322－3121（直通）355－3211（代表）

「こんな公共施設あったらいいな！」
絵画・作文・小論文コンクール

君の絵で、君の言葉

で描く、つくってほし

い夢のあるみんなで使

う公共の建物。たくさ

んの応募をお待ちして

います。

●応募：絵画／小学5、6年生（画用紙はB3版、画材は自由）

作文／中学生（400字詰め原稿用紙3枚以内）

小論文／高校生（400字詰め原稿用紙4枚以内）
ただし、スケッチ・図表等併用の場合A4
用紙1枚当り0．5枚で換算し、あわせて
5枚以内

※作品は平成11年10月以降の自作で未発表のもの

●締切：平成12年1月21日（金）（当日消印有効）

●表彰：最優秀賞（各1点）及び入賞者に賞状、賞品贈呈

■お問い合わせ先／熊本県土木部営繕課
絵画・作文・小論文コンクール事務局
℡096－383－1111（内線6226）

全国高校総体を本県で初めて開催！
～高校生による550日前フェスティバル～

平成13年8月に、21世紀の幕開けの全国高等学校総

合体育大会（ひのくに新世紀総体）が本県で開催されます。

本大会の開催を記念して、高校生の手による「550日

前フェスティバル」を開催します。県民みんなで高校生

の熱意と創意を応援しましょう。

●日時／平成12年1月28日（金）午後2時から

●場所／県立劇場コンサートホール

■お問い合わせ先／平成13年度全国高等学校総合体育
大会熊本県準備委員会事務局
℡096－383－1111（内線6795）

「地球温暖化防止活動推進員」
が活躍中！！

異常気象などの原因となる「地球温暖化」。

地球上のすべての生命にかかわる問題で、世界中で解

決のための努力が始められています。

熊本県では、今年10月に家庭内での省エネ・省資源

を進める「地球温暖化

防止活動推進員」を全
市町村に121名委嘱

し、これらの方々が地
域の集会や講演会など

で普及啓発活動を行っ
ています。

活動推進員の派遣に
ついては、各市町村の

環境保全担当課又は最
寄りの県保健所衛生環

境課へお尋ねください。

■お問い合わせ先／熊本県環境保全課
℡096－383－1111（内線7338）

私が変わる、あなたが変わる…。
～男女共同参画地域フオーラムin荒尾・玉名～

男女共同参画社会の実現を目指し、県では、男女共同

参画地域フォーラム事業を進めています。本年度第2回

の地域フォーラムを次のとおり開催します。

●日時／平成12年1月16日（日）午後12時30分から

●場所／荒尾市総合文化会館

●講師／落語家の桂文也氏

講演とともに落語もお楽しみいただけます。

■お問い合わせ先／熊本県県民生活総室女性行政室
℡096－383－1111（内線7422）

「生活かえるよくかえる」
～熊本県貯蓄広報委員会です～

生活かえる
よくかえる

賢く生活するために、熊本県貯蓄広報委員会を御活用

ください。

●消費者教育などの学習会に講師を派遣します。

●生活設計をコンピューターで診断します。

●ビデオの貸出、金融経済・生活設計・金銭教育に関す

る資料・冊子を提供します。（すべて無料です）

お気軽に御相談ください。

■お問い合わせ先／熊本県貯蓄広報委員会（県民生活総室内）

℡096－383－1111（内線7411）

楽しく森林を知ろう
～立田山自然観察教室～

次代を担う

子どもたちや

森林のことを

知りたい方々

に、森林への

理解を深めて

いただくため

に、立田山において自然観察教室を実施しています。な

お、小学3年生以下の方は、保護者同伴でご参加ください。

●実施日／平成11年12月～平成12年3月の

毎月第2土曜日（平成12年1月は除く）

●集合場所／立田山憩の森管理センター（熊本市）に、午前

9時30分までに集合してください。（雨天決行）

■お問い合わせ先／熊本県森林整備課みどり推進室
合096－383－1111（内線5619）

県施設の催しご案内

県立美術館　　　　　　　℡096－352－2111

●12月2日（木）～1月30日（日）

「大観・春草を中心とした日本回の世界」展
休毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

年末年始（12月25日～1月4日）

県立図書館　　　　　　　　　　　　　　　℡096－384－5000

ギャラリー展
●12月14日（火）～1月9日（日）県立熊本養護学校・甲佐町立甲佐中学校美術部作品展

●1月12日（水）～30日（日）県立熊本ろう学校・熊本市立碩台小学校作品展
休毎週月曜日、祝祭日、月末日（定期的な休館日）、年末年始（12月28日～1月4日）

熊本近代文学館　　　　　　　　　　　　　℡096－384－5000

●12月21日～2月6日「生誕100年展」川端康成、徳永直らの資料を展示
休毎週月曜日、祝祭日、月末日（定期的な休館日）、年末年始（12月28日～1月4日）

装飾古墳館　　　　　　　　　　　　　　　℡0968－36－2151

●1月22日（土）・2月12日（土）「古代体験教室～縄文土器作り～」
1日目で形を整え、2日目に焼き上げます。

休毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始（12月28日～1月4日）

県立劇場　　　　　　　　　　　　　　　　℡096－363－2233

●12月21日（火）19：00～　　　すなみ

ホワイエサロン・コンサートNO2「角南れいバロック・アンサンブル」
ワインを飲みながら気軽に鑑賞できるコンサート。

●1月8日（土）19：00～
“ニュー・イヤー・コンサート2000”

ウィーン・フォルクスオーパー楽団
ウィーンを代表する劇場オーケストラが華麗な
ワルツやポルカを奏でます。有料。
休毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

伝統工芸館　　　　　　　　　　　　　　　℡096－324－4930

●県内の代表的な工芸品を常設展示しています。熊本城の散策と併せてお楽
しみください。　　　　　　　　　　休毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

アスペクタ　　　　　　　　　　　　　　　　　℡09676－7－1161

●12月31日（金）カウントダウン2000inアスペクタ
音楽とダンス、花火によるカウントダウンショー

グランメッセ熊本　　　　　　　　　　　℡096－286－8000

●1月29日（土）～30日（日）第1回くまもとモーターショー2000

農業公園（カントリーパーク）　　　　　　　℡096－248－7311

●1月22日（土）～2月21日（月）農協植木まつり

環境センター　　　　℡0966－62－2000

●1月30日（日）春の七草観察会
県農村景観大賞に選ばれた砥用町三加地区で
七草を観察した後、七草がゆをいただきます。
（申込多数の場合は抽選）
休毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

天草青年の家　　　　　　　　　　　　　　℡0969－56－1650

●1月8日（土）名峰！次郎丸岳に登ろう
小学生以上（申込順）

●1月22日（土）～23日（日）チャレンジ！アウトドア
小学4年生～高校生（申込順）

菊池少年自然の家　　　　　　　　　　　　℡0968－27－0066

●1月22日（土）～23日（日）　スキーに挑戦
九重高原のゲレンデで雪遊びを楽しむ。小・中学生。（申込順）

豊野少年自然の家　　　　　　　　　　　　℡0964－45－3855

●1月8日（土）豊野“ウキウキ”自然村
（申込みは、12月16日から27日まで）

●1月22日（土）～23日（日）ハローフレンズin豊野
パーティーや正月伝承遊び。小学4年生から中学生。（申込みは1月4日～15日）

あしきた青少年の家　　　　　　　　　　　℡0966－82－3092

●1月22日（土）～23日（日）冬の海にほのぼのファミリー
早朝登山、鍋料理、たこ作りに家族で挑戦。（申込みは、1月8日～17日）

●平成12年度一般利用の受付開始1
1月11日（火）午前9時から。電話のみの受け付けです。

県民総合運動公園（KKWING）℡096－380－0783

●12月23日（木・祝）

第79回天皇杯サッカー準々決勝
プロ、アマを問わず、サッカー日本一のチームを決定
する大会の準々決勝が熊本で開催されます。

■この他にも、いろいろな催しを行っています。どうぞご参加・ご利用ください。
詳しくは各施設までお尋ねください。休は、休館日です。
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お知らせ

●2週間以上の咳

●痰や微熱、

　寝汗が続く 

●痰に血が混じる

夢応援団
あなたの夢、咲かせます。

助成申込み受付開始！

受付期間

助成の対象

申込みの方法

来て見てだより

ご参加ください

ひのくに新世紀総体 

募集します ご利用ください

バロックを中心にお届けします。有料。


