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お知らせ

縦貫道がますます走りやすく、便利に

九州縦貫自動車道八代～人吉間のうち、
最後の対面交通か所となっていた肥後
トンネルは、来年1月末に対面交通が解
消されます。
当面は現在工事中の上り線トンネル（2

車線）の片側1車線を使用する形ですが、
来年の夏には全工事が完了し、八代～人
吉間が全線4車線になる予定です。

また、益城町に建設中の『益城熊本空
港インターチェンジ』も、来春には利用
できる予定です。

お問い合わせ先／熊本県道路建設課

℡096－383－1111（内線6099）

よみがえ　　　　　　きくち

蘇る1300年前の鞠智城跡

県教育委員会では、全国有数の重要遺
跡である「鞠智城跡」の歴史公園化を進
めています。今年3月に完成した米倉に
引き続き、11月末に兵舎の復元工事が
完成しました。来春からは展示場として
も開放します。兵舎内部の生活様式や出
土した瓦、土器、建築用材なども展示し
ます。

また、鞠智城跡のシンボルとなる八角
形復元建物も、来年8月までに復元し、「く

まもと未来国体」に向け、全国に熊本の
文化を発信します。

来春から展示場としても開放される兵舎

お問い合わせ先／熊本県文化課

℡096－383－1111（内線6714）

広域連合について

生活圏の広がりや地方分権の進展な
どから、市町村が連携した広域行政の推
進が強く求められています。

広域連合は、市町村の事務を共同処理
する市町村の組合の一種で、広域的な行
政課題に住民の意見を反映しながら総
合的に対応できる制度です。県内では今
年2月に宇城広域連合、7月に菊池広域
連合が設立され、その他の地域でも設立
に向けた検討が進んでいます。

全国的にも介護保険や地域の整備計
画等に関する事務を行う広域連合が設
立されており、地方分権時代にふさわし
い広域行政主体として、今後の活用が期
待されています。

お問い合わせ先／熊本県市町村課

℡096－383－1111（内線3390）

「はたちの献血」キャンペーンについて

献血から作られた血液製剤により、県内で

昨年1年間で約2万人の尊い生命を救うこと

ができました。血液製剤は、現代の医療に欠く

ことのできないものですが、感染症や出血性

ショック等に多量に使う製剤など、一部のも

のについては未だに輸入に頼っている状況です。

新たに成人式を迎える「はたち」の若い方々

を中心に、医療現場で最も有効な400ml献血・

成分献血への協力を呼び掛けています。皆様

の御理解と御協力をよろしくお願いします。

□主催／熊本県、熊本県赤十字血液センター

□キャンペーン期間／平成11年1月9日（土）

～平成11年2月8日（月）

□メインイベントの実施／期間中の1月15

日（成人の日）に、熊本市下通の献血ルーム

前において、「ハ－ビットの旅（北海道：血液

製剤製造施設等の研修）」派遣者の抽選会や、

大学生を中心とした街頭キャンペーンを実

施します。

お問い合わせ先／熊本県薬務課

℡096－383－1111（内線7164）

労使間にトラブル発生！

そんなときお役に立ちます地方労働委員会

あなたの職場はどうですか？
不況の中、労働組合（従業員）と使用者

が協力しあってこそ、この危機を乗り切
れるもの。しかし、両者は時に、賃金や労
働時間などの問題で、意見が対立し、交
渉を繰り返してもなかなか話し合いが
進まず、ギクシャクした関係になりがち
です。

そんなこじれた労使の問題を円満に
解決に導くのが地方労働委員会です。地
方労働委員会は、公正、公平な立場で、迅
速に、お互いの言い分を聞き、「あっせん」
などの方法によって意見を調整し解決
のお手伝いをします。なお、不当労働行
為の審査事件も取り扱います。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先／
熊本県地方労働委員会事務局
℡096－383－1111（内線6904）

お忘れなく！医療従事者等の届
出は、1月18日までに！！

今年は、各法律で定められた2年に1度の
届出の年です。忘れずに届出しましょう！！

届出の対象は、平成10年12月31日現在、
①医師・歯科医師・薬剤師の免許をお持ちの方

（就業・未就業は問いません。）
②保健婦（士）・助産婦・看護婦（士）・准看護婦（士）・

歯科衛生士・歯科技工士・調理師として就業
中の方です。
各保健所及び熊本市の各保健センターに備

え付けの届出票により、平成11年1月18日（月）
までに、①については住所地又は就業地を管

轄する保健所、②については就業地を管轄す

る保健所（熊本市に就業中の調理師の方は県
庁健康増進課）に届け出てください。

お問い合わせ先／最寄りの保健所（熊本市で

就業中の調理師の方は県庁健康増進課）又は、
●医師・歯科医師・薬剤師については、

県庁健康福祉政策課　℡096－383－1111（内線7026）

●保健婦（士）・助産婦・看護婦（士）・准看護婦（士）については、

県庁医務福祉課　℡096－383－1111（内線7054）

●歯科衛生士・歯科技工士については、

県庁医務福祉課　℡096－383－1111（内線7046）

●調理師については、

県庁健康増進課　℡096－383－1111（内線7076）

あったか印の花が咲く！！
「くまもと冬の旅キャンペーン」

「くまもと観光推進協議会」では、12月
から来年3月まで、くまもとの冬ならで
はの魅力がいっぱいの「くまもと冬の旅
キャンペーン」を開催します。今回のキ
ャンペーンのコンセプトは「あたたかさ」。

期間中は、阿蘇の火まつり・冬のグル
メ三昧・熊本城花見夜宴などの楽しいイ
ベントや、県産品のプレゼントなどのう
れしい特典が盛りだくさん。これを機会に、
冬の熊本の魅力を再発見してください。
詳しくは、県事務所・市町村などに置い
てあるイベントガイドをご覧ください。

お問い合わせ先／
熊本県観光物産課　℡096－381－8510
（社）熊本県観光連盟　℡096－382－4877

“米”サミット『食を問う』
～私たちの主食『米』。考えて、食べて、動いて健康に生きよう！～

来月、最高の講師陣により米を視点に、私

たちの食を問う“米”サミットを開催します。

辺見　庸氏　　坂井宏行氏　　鈴木正成氏
（芥川賞作家）（料理の鉄人）（筑波大学教授）

□日時／平成11年1月17日（日）午前10

時～午後4時半

□場所／グランメッセ熊本

□定員／2000人　※定員になり次第締め

切ります。早めにお申し込みください。

□申込方法／往復ハガキに参加者の住所・

氏名・年齢・電話番号等を明記し、郵送く
ださい。

□締切日／平成10年12月25日（金）当日

消印有効

□その他／鉄人の米料理実演、ダンベル体

操実技、備蓄米の試食などもあります。

お問い合わせ先／熊本県農産課

〒862－8570（住所は不要です。）

℡096－383－1111（内線5380）

「ひまわり塾」エッセイ募集

ひまわり塾では
エッセイを募集し
ています。
□テーマ／「男女共
同参画社会をめざ
して～女（ひと）と
男（ひと）の望まし

い生き方とは」を内容とし、題は自由。
□応募方法／400字詰め原稿用紙5枚

以内。住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
勤務先、または学校名・学年を明記。

□応募締切／平成11年2月1日（月）
□表彰／ひまわり大賞賞状と副賞5万円

優秀賞　　　賞状と副賞3万円
奨励賞（4点）賞状と副賞1万円

□応募先／〒860－8505
熊本市上通町2－33

熊本日日新聞社広告局開発部内
「ひまわり塾」事務局

お問い合わせ先／熊本県女性行政室

℡096－383－1111（内線7422）

アジアネットワークフォーラム1999
～国際協力を考える～

前国際連合事務次長明石康氏を招き、「国
際協力」をテーマに、基調講演とパネル
ディスカッションを行います。

東南アジア、南アジアを中心に活動し
ている県内NGOの活動報告、バザー、映
画会等を通して「アジアの中の熊本」の
役割について考えます。
□日時／平成11年2月20日（土）
□場所／熊本市国際交流会館
□参加団体／インドネシア・ガルーダの会

Enviroprotection　＆　Human
Development、熊本県協力隊を育て
る会、（社）熊本青年会議所、熊本と世
界を結ぶ会、球磨・人吉アジア文化交
流会、国際文化交流を進める会、コミ
ュニティ・ネットワーク協会、日本語
研究会ASA、北部タイ農村振興支援会、
蓮華院国際協力協会

（五十音順）

お問い合わせ先／アジアネットワークフォ

ーラム実行委員会事務局（熊本県国際課内）

℡096－383－1111（内線3194）

第2回漱石来熊百年記念
「草枕文学賞」募集のお知らせ

夏目漱石が旧制第五高等学校の教師
として熊本に赴任して百年になるのを

記念して、平成8年「草枕文学賞」を創設
しました。

第1回「草枕文学賞」には、全国各地や
海外から883編もの作品が寄せられ、水
俣市在住の吉井惠璃子さんの「神様に一
番近い場所」が優秀賞に選ばれました。

第2回「草枕文学賞」の作品を現在募
集中です。多くの方々からの応募をお待
ちしています。
□募集作品／紀行文、小説、エッセイ
□原稿枚数／原稿枚数は、400字詰め原
稿用紙30枚から50枚程度。ワープロ
原稿可。

□応募締切／平成11年2月28日（当日
消印有効）

お問い合わせ先／熊本県文化企画課内

熊本県「草枕文学賞」実行委員会

℡096－381－8722

ひとよし・くまは、ひなまつり！

1，200体以上のひな人形で有名
な相良村の専徳寺を中心に、人吉球
磨地区の観光施設が、ひな人形で華
やかに彩られます。

当イベントの期間中に、「旬夏秋
冬キャンペーン」の宿泊・グルメプ
ランを利用された女性には、食前酒・
デザートをサービスします。併せて
オリジナル和タオルもプレゼント。

この機会に、ぜひ「ひとよし・くま」
に足を運んでみませんか？
□期間／平成11年2月20日（土）～平成

11年3月22日（月）

お問い合わせ先／ひとよし・くま旬夏秋冬

キャンペーン実行委員会事務局（人吉市役所観光振興課内）

℡0966－22－2111

県立農業大学校度学生募集
～日指せ21世紀を耕す農業経営者たち～

県立農業大学校では、平成11年度の学
生を募集します。

県立農業大学校は、県内で農業に就こ
うとする若者が、就農に関する実践力を
身につけるための全寮制の学校です。修
業年限は2年で、卒業者には短大卒に準
ずる資格が与えられます。
募集概要は次のとおりです。

□募集人員／農学科25人、園芸学科45人、
畜産学科30人

□募集期間／平成10年12月14日（月）～
平成11年1月12日（火）

□試験日時／平成11年1月20日（水）午
前10時～

□試験科目／
共通科目：国語Ⅰ・英語Ⅰ
選択科目：数学Ⅰ・生物ⅠA・化学ⅠA・

農業基礎から2科目選択
□合格発表／平成11年2月2日（火）

お問い合わせ先／県立農業大学校

℡096－248－1188

若者の熱い想いが郷土の未来を切り拓く

土木建設技術者の養成を目指す。

熊本県産業開発青年隊訓練所では平成11
年度隊員の二次募集を行います。

□募集人員／15名程度
□募集期間／平成11年1月25日（月）～平成

11年2月12日（金）
□応募資格／（1）県内に居住し、または居住

しようとする満18歳以上25歳未満の独身
の男女（昭和49年4月2日から昭和56年

4月1日までに生まれた者）
（2）高等学校卒業程度の学力を有する者

（3）心身が健全で所定の教育訓練に耐えうる者
（4）全寮制による規則正しい共同生活に耐え

うる者

□試験日時／平成11年2月18日（木）午前
9時から

□試鹸科目／数学・国語・作文・面接

□合格発表／平成11年2月25日（木）

お問い合わせ先／熊本県産業開発青年隊訓練所

（下益城郡城南町沈目1667）℡0964－28－6611

熊本県土木部監理課

℡096－383－1111（内線6014）

航空機の外装デザイン募集！～天草エアライン（株）創立～

平成12年春開港予定の天草空港に就航する、第3セクターの天草エアライン株式会社が、

去る10月創立されました。

同社では、天草空港～熊本空港間、天草空港～福岡空港間で各々1日2往復、合計4往復の

運行を予定していますが、導入予定機材であるカナダのボンバルディア社製DASH8（ダッシ

ュエイト：39人乗り、全長22．25m）の機体外装デザインを募集しています。

皆さんのご応募をお待ちしています。

□応募方法／はがき、画用紙、設計図面等、紙による作品とします。側面図、三面図は問いませんが、デ
ザインの全ぼうを把握できるものに限ります。色は4色まで。必要であれば、デザインの趣旨を文
章で説明してください。作品の裏には、住所、氏名、年齢、電話番号を忘れずにご記入ください。

天草エアライン（株）の会社概要や導入予定機材三面白図が必要な方は、県交通対策総室、各県
事務所総務振興課、本渡・牛深両市役所及び天草郡の各町役場窓口に用意してあります。

□審査／審査委員会を設置して選考します。
□入賞／最優秀1点　優良2点　佳作数点

最優秀作品は、同機外装デザインとして採用を予定

しています。その場合、必要に応じ専門家による加筆、

修正、補色等を行うことがあります。なお、応募作品

は返却しません。作品の著作権は天草エアライン（株）
に帰属します。

□賞金／最優秀5万円、優良3万円、佳作1万円

□発表／来年2月新聞紙上等で発表予定
□締切／平成11年1月11日（月）必着

お問い合わせ先／天草エアライン株式会社　℡096－286－0880

送付先住所：〒861－2205上益城郡益城町大字杉堂901－23

※主翼が胴体上部にあるのが特徴です

360°大自然のパノラマ！

【そよ風パーク】

紹介者

小崎　恵さん

360度のパノラマが広が

るそよ風パークは、のんびり

自然に親しめるよう、滞在施
設の他に、自然と遊ぶ施設が

たくさんあります。自遊工房
では、親子でクラフトワーク

が楽しめ、ふれあい農園では、

収穫する喜びが味わえます。

またブルーベリーをモチー

フに作られたブルーベリー

館では、蘇陽町でとれた食材

を使ったレストランやパン

工房もあり、四季折々の味が

楽しめます。とくに毎週水曜

日は私の大好きなケーキが

食べ放題です。

楽しく遊んでおなかもい

っぱいになったら、そよ風浴

場のお風呂とサウナで汗を

ながしてみませんか？

●お問い合わせ先／蘇陽町大字今297　そよ風パーク
℡0967－83－0880　FAX0967－83－1331

日本一の大瓦がお出迎え！

【佐敷城跡】

紹介者

窪田光枝さん

佐敷城跡（県指定史跡）はわ

たしたちが誇りに思い後世に

伝えるべき貴重な歴史遺産です。

平成8年4月、佐敷城跡か

ら全国で初めて出土した「天

下泰平國土安隠（県重要文化財」

の文字入り鬼瓦は、400年前

の先人からの「平和」へのメッ

セージとして町のシンボルと

なっています。

城跡下には、この鬼瓦のなん

と20倍にもなる日本一の巨大

モニュメント瓦が今年10月に

完成し、歴史と文化による町お

こしの核として期待しています。

本丸跡からは紺青の不知火

海と三ツ島が眺望でき、ライト

アップされる佐敷城跡の夜景

は幻想的な雰囲気をかもし出

しています。みなさんぜひ一度

おいでください。

●お問い合わせ先／

芦北町教育委員会・社会教育課　　　　　　　℡0966－82－2511

河浦町総合交流施設・天然温泉
あむり

【愛夢里】

紹介者
山越こず枝さん

天草下島の中央部、河浦

町に、総合交流施設・天然温

泉「愛夢里」が一部オープン

しました。「愛夢里」の天然

温泉は、無色透明のとても

やわらかい感触の温泉で、

お肌もすべすべになると好

評です。また、コテージ風の

宿泊施設もありますので、

ご家族づれでゆっくりくつ

ろげます。

この他にも、露天風呂や

サウナ、温水プールなどが

ある温泉館本館も建設中で、

来年4月に全館オープンの

予定です。天草の豊かな自

然につつまれた「愛夢里」の

天然温泉をぜひお楽しみく

ださい。

●お問い合わせ先／
いこうふろ

河浦町総合交流施設・天然温泉「愛夢里」　　℡09697－6－1526
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お知らせ

「半世紀に一度の思い出づくり」
～あなたもくまもと未来国体行事に参加しよう～

デモスポ8つの種目紹介
くまもと未来国体では、「県民総参加の開かれた国体」を目指し、一人でも多くの人にスポー

ツを楽しんでいただけるよう、県内在住の方であればだれでも参加できる「デモンストレー

ションとしてのスポーツ行事（デモスポ行事）」が県内13の町村で7行事（8種目）行われます。

ウォークラリーを除き、市町村対抗で行われます。あなたも国体選手になれるチャンスです。

グラウンド・ゴルフ（夏季）

会場：城南町、波野村
ゴルフをアレンジした生涯スポー
ツです。クラブでボールを打ち、ホ
ールポストにできるたけ少ない打
数で入れていくというゲームです。

家庭婦人バレーボール

（夏季）
会場：菊水町、河浦町
「ママさんバレー」の名称で全国的
に親しまれている、女性による9
人制のバレーボールです。

ペタンク（夏季）
会場：三加和町
1チーム3人の選手がビュットとい
う目標球にいかに多くポール（金
属製）を近付けるかを競います。ル
ールも簡単なのでだれでも楽しめ
ます。

少年・少女スポーツ（剣道）

（夏季）
会場：白水村
小学生が対象です。突きが禁止さ
れている以外は、ルールは一般と
ほとんど同じです。

ゲートボール（夏季）
会場：津奈木町
今や高齢者だけでなく小・中学校の
クラブなどにも広がっています。頭
脳プレーとチームワークが重要です。

少年・少女スポーツ（サッカー）

（夏季）
会場：長洲町、西合志町、一の

宮町
コート、ポールの規格は一般より小
さいものの、競技方法は全く同じ。
団体では小学生の男女混合で行わ
れます。

ミニバレーボール（秋季）
会場：蘇陽町、大矢野町
柔らかいポールを使うので安全にプ
レーでき、気軽に楽しめます。くまも
と未来国体では4人制ルールで45歳
以上の部とフリーの部で実施されま
す（男女混合）。

ウォークラリー（秋季）

会場：田浦町
グループ参加。コース図に従って課
題を解決しながら歩き、時間得点と
課題得点の合計点を競う野外ゲーム
です。

お問い合わせは0966－87－1111

日浦町教育委員会まで

【参加申込について】ウォークラリーを除きお住まいの市町村教育委員会
【全体的なことについて】第54回国民体育大会熊本県実行委員会事務局

℡096－383－1111（内線7655）

技術講習会のお知らせ

□科　目／パソコン　□講習地／熊本市
□講習日数／21日間　　□定　員／20人
□受講資格／就業を希望する女性で全日程出

席できる方
□受講料／無料（教材費・検定料は自己負担）
□講習期間／1月21日～2月26日

（月火木金10時から16時までの一日5時間）
□受付／12月16・17日10時から15時まで

（ハガキ一枚持参してください）
お問い合わせ先／熊本県女性職業センター

（熊本市南干反畑町3－7熊本県総合福祉センター3階）

℡096－354－2301

開催中～
12月27日（日〉

平成10年
12月31日（木）
21時30分開場

平成11年
1月20日（水）～
2月28日（日）

平成11年
1月12日（火）～
2月7日（日）

平成11年
1月16日（土）

平成11年
2月3日（水）～
3月14日（日）

たのしい絵本展
県立図書館
℡096－384－5000

FMKカウントダウンIN
アスペクタ
グリーンピア南阿蘇「アスペクタ」
℡09676－7－1161

東郷青児展
県立美術館
℡096－352－2111

大久保橙青とホトトギス展
熊本近代文学館
℡096－384－5000

冬のスターウォッチング
県環境センター
℡0966－62－2000

熊本県伝統工芸館所蔵品巡回展（Ⅱ）
くまもとの金工
～明治以降の肥後象眼と現代刀～
場所　八代市立博物館
「未来の森ミュージアム」
℡0965－34－5555
お問い合わせ先／県伝統工芸館
℡096－324－4930

平成11年
2月13日（土）

平成11年
3月5日（金）

毎月開催

ドングリクッキーづくり
（募集期間は12月末まで）
県立装飾古墳館
℡0968－36－2151

文楽特別公演
県立劇場
℡096－263－2233

スーパー竹とんぼ講習会、
ディスクゴルフ大会
園芸教室など
県農業公園
℡096－248－7311

年末ジャンボ宝くじ発売日

年末ジャンボ
［発売期間］

12月1日（火）～12月25日（金）
宝くじの収益金は私たちの街の公共事業に役立てられています。

催し

募集

催し

年末の宝くじ
1億5000万円 

1等・前後賞
合わせて 

お問い合せ先／熊本県財政課
℡096-383-1111(内線3273) 

来て見てだより 県施設の催しご案内

なお、詳しいことについては、
右記問い合せ先におたずね下さい。 

わがまち自慢


