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おおむね３５歳未満の
方を対象に、就職相談
やどんな仕事に向い
ているのかを診断す
る「適性診断」などを
実施中です。県内５カ

所の地域振興局（玉名、菊池、八代、球磨、天草）に
駐在しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

問労働雇用総室 ☎096-333-2340

ジョブカフェ・サテライト員にご相談ください！

熊本商工会議所では、熊本市内の事業経営者の
方々の、資金繰りをはじめ、さまざまな経営不安に
関する相談に応じるため、当面の間、土曜日も経
営相談窓口を開設しています。ぜひご相談ください。
◎相談時間／平日および土曜日
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
◎相談内容／経営および金融相談

問熊本商工会議所 ☎096-354-6688

土曜日も経営相談に応じます

熊本商工会議所ホームページ  http://www.kmt-cci.or.jp

食の安全・消費生活課ホームページ
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/49/

労働雇用総室ホームページ
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/

問環境センター（水俣市） ☎0966-62-2000

問歴史公園鞠智城・温故創生館（山鹿市）
　　　　　　　　　　 ☎0968-48-3178

エコロジスト・リーダー養成講座

6月14日（日）13：30～16：00

第1回 館長講座「百済（くだら）の仏像」

http://www.kumamoto-eco.jp/kankyocenter.html

日常の買い物の際に食品の表示が適正に行われ
ているかをチェックしていただけるボランティア
を募集しています。
◎募集期間／６月３０日（火）まで
◎応募要件／①満18歳以上の方
　②県内居住、日常的に食品の買い物をする方
　③食品表示制度に関する講習会に参加可能な方

問食の安全・消費生活課 ☎096-333-2290

熊本県食品表示ウォッチャー募集

１０月に行われるレジ袋
の削減、ごみ減量化を進
めるマイバッグキャン
ペーンで使用する標語を
募集しています。最優秀作
品は、ポスターなどに使用
します。
◎募集期間／６月３０日（火）まで

問廃棄物対策課 ☎096-333-2277

熊本県マイバッグキャンペーン標語募集

県では、違反広告
物のない「美しい
まち」を目指し、ボ
ランティアで違反
広告物を除却する
サポーターを募集
しています。

◎募集対象／県内に在住、在勤している１８歳以上
　　　　　　 の方で、３人以上の団体を作れる方
◎活動地域／熊本県内の希望する地域
　　　　　　（ただし熊本市内は除く）

問都市計画課景観公園室 ☎096-333-2524

違反広告物除却サポーターを募集中！

阿蘇くまもと空港と富士山静岡空港を結ぶ新たな翼が誕
生します。ビジネスや観光などで静岡・東海地方へのアク
セスがさらに便利になり、交流の活性化が期待されます。

問交通対策総室 ☎096-333-2165

熊本から静岡へ！７月２３日（木）に新規就航

県では、利用予定のない県有地の売却を積極的に進
めています。売却する物件の状況や最低売却価格、手
続きなど、詳しくは県ホームページをご覧ください。

問管財課 ☎096-333-2122

県有地を売却しています

県有地売却ホームページ  http://www.pref.kumamoto.jp/kenyuti/
■ 発行／熊本県広報課　〒862-8570　熊本市水前寺6丁目18番1号  熊本県広報課「県からのたより」係　☎ 096-333-2027  FAX 096-386-2040　
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お 知 ら せ

募 集

イ ベ ン ト

県政インフォメーション

環境に関する専門的な知識を
有する人材を育成する講座で
す。 有料：1,500円 定員：40
人（抽選） 対象：4回出席でき
る方（熊本市や水俣市で開催） 

申込：はがき〔〒867-0055水俣市明神町55-1〕、
FAX〔0966-62-1212〕など  申込期限：6月11日（木）

国指定史跡「鞠智城（きくちじょ
う）跡」について学んでみませ
んか。今年度は計9回開催予
定。無料。定員：100人程度
（事前申込不要、当日受付）

6月28日（日）まで  来民文庫コレクション展

藍 木綿 古布（こふ）～九州で愛用された布たち～
九州で流通した藍染（あいぞめ）
の絣（かすり）や筒描（つつがき）な
どの古布を展示紹介します。 
有料：一般200円、大学生130円、
高校生以下無料（団体料金有）

http://www.country-park.jp

問農業公園（カントリーパーク）（合志市）
　　　　　　　　　　 ☎096-248-7311

7月11日（土）～8月31日（月） ※7/25～8/2は休園

水遊び広場
広場一面に水をためて、ビニ
ールプールなどを設置しま
す。 有料：大人300円、高校
生以下無料  休園：火曜日

http://www.kengeki.or.jp/
問県立劇場（熊本市） 
　　　　☎096-363-2233

7月9日（木） 開場10：30 開演11：00

クラシックの小箱Vol.3  大澤一彰 テノール・コンサート
お昼前のおしゃれな1時間、クラ
シック音楽を聴きませんか？ 
有料：全席自由1,000円

健康福祉政策課  ☎ 096-333-2193  FAX 096-384-9870   
電子メール  kenkoufukushi@pref.kumamoto.lg.jp

再生紙および大豆油インキを使用しています。

みんなで防ごう！土砂災害

土砂災害情報を確認しましょう！

市町村から住民へ

大雨やがけ崩れなどの情報

住民問い合わせ

　６月は土砂災害防止月間です。梅雨の時季は大雨や長雨などにより、
がけ崩れ、土石流、地すべりなどの土砂災害が起こりやすくなります。
　土砂災害に遭わないためには、日ごろから防災意識を持ち、少しでも危険
を感じたら、最寄りの市町村へ問い合わせ、早めの避難を心掛けましょう。
　また、県内の土砂災害危険箇所、雨量、河川水位をはじめとした防災情報
や家庭でできる防災対策などについて、インターネットで公開しています。

インターネット テレビ・ラジオ

市役所
町村役場

土砂災害の被害情報
避難体制に関する情報

自分の住んでいる
地域の状況を確認

http://cyber.pref.kumamoto.jp/kougei/

問伝統工芸館（熊本市） ☎096-324-4930

《細川重賢像》部分

7月15日（水）～10月4日（日）

敏腕の改革者細川重賢と、改革
の取り組みを紹介します。
有料：一般200円、大学生120円、
高校生以下無料（団体料金有） 
休館：月曜日（祝日の場合は翌日）

問県立美術館本館（熊本市） ☎096-352-2111

永青文庫展示室「肥後の鳳凰」
～藩政の改革者・重賢（しげかた）～

http://www.museum.pref.kumamoto.jp/

お問い合わせ先

■運航ダイヤ（一日一往復）
静岡発   8:45 ⇒ 熊本着 10:15
熊本発 10:50 ⇒ 静岡着 12:20

検 索くまもとの夢4カ年戦略くまもとの夢4カ年戦略ホームページ

検 索熊本県防災情報熊本県防災情報ホームページ

今回は、その中でも「高齢者支援」、
特に『認知症対策』についてご紹介します。
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新型インフルエンザに関する問い合わせ／健康危機管理課  ☎096-333-2240
検 索熊本県新型インフルエンザ情報ホームページ

　国内でも感染が確認された新型インフルエンザでは、これまで
のところ、感染された方の多くは重症にはなっていません。
　ただし、高齢の方、慢性の病気をお持ちの方、妊娠されている方、
小さなお子さんなどが感染した場合は、重症化するおそれがある
ので、注意してください。

予防方法は、毎年流行する
通常のインフルエンザと同じです
◎せきエチケットを守りましょう
◎人混みを避けましょう（人との距離を2ｍ以上あける）
◎外出時、混み合った場所ではマスクを着用しましょう
◎こまめに石鹸を使った手洗い、うがいをしましょう
◎栄養、休養、睡眠を十分に取りましょう

新型インフルエンザ
～予防、拡大防止のために～

ごみゼロシンボルマスコット
「ゼロッピー」
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いきいきと暮らせる！
長寿を楽しめる！
いきいきと暮らせる！
長寿を楽しめる！

第24回全国健康
福祉祭くまもと大

会

ねんりんピック20
11（ふれ愛）熊本

■開催期間／20
11年10月15日（

土）⇒18日（火）

ASO坊健太くん

火の国に  燃えろ！
ねんりん  夢・未来

〈健やかに安心して暮らせる長寿社会〉
「長寿安心くまもと」

健康長寿
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長寿を恐れない長寿を楽しむ

病気やけが、要介護状態などの不安を取り除くため、
安心して医療や介護のサービスを受けられる体制整備が大切

　県が目指す「長寿安心くまもと」の実現のた
めには、誰もが生涯にわたり健やかで心豊かに
生活できること、すなわち健康長寿であること
が大切です。しかし、現実には、病気やけが、要
介護状態といった不安要素が付きまといます。
　そのため、県では、できるだけ住み慣れた地
域において、安心して医療や介護などのサービ
スを受けられる体制の整備を進めています。〈誰もが生涯にわたり健やかで心豊かに生活できること〉

子育て支援、障がい者支援、
地域医療体制の整備、高齢者支援の施策を推進
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