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県では、温室効果ガスの排出削減および新エネル
ギーの普及を進めるため、住宅用太陽光発電シス
テム設置への補助制度を設けています。
詳しくはホームページをご覧ください。
◎補助申込締め切り／平成22年1月29日（金）

問環境政策課 ☎096-333-2262

くまもとソーラー普及拡大事業を実施中

◎申込受付期間／8月10日（月）～28日（金）
試験案内・受験申込書は、県庁行政棟新館１階情
報プラザ、各地域振興局、各警察署などで配布し
ています。

問人事委員会事務局総務課 ☎096-333-2733

熊本県職員および警察官採用試験のご案内

「熊本県職員採用案内」ホームページ
http://www.pref.kumamoto.jp/site/saiyo/

物件一覧情報 http://www.pref.kumamoto.jp/site/koubaikai/

熊本県立大学ホームページ http://www.pu-kumamoto.ac.jp/

「新幹線くまもと創り」ホームページ
http://cyber.pref.kumamoto.jp/traffic/sinkansen_kumamoto/default.asp

ホームページ
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/42/solar.html

問装飾古墳館（山鹿市） ☎0968-36-2151

9月27日（日）まで 9：30～17：15

前期企画展「肥後の青銅器展」

本学では、大学の正規の授業
を受けられる「授業公開講
座」の受講生を募集していま
す。平成21年度後期は、語学、

文学、文化、環境、ビジネス、情報などに関する全
77講座をご用意しました。ぜひご応募ください。
◎受講期間／10月～翌年1月
◎受 講 料／1講座あたり（週１コマ）  5,000円
　           　　   　〃     （週2コマ）10,000円
◎募集締切／8月14日（金）当日消印有効

問熊本県立大学地域連携センター ☎096-321-6612

熊本県立大学授業公開講座の受講生募集

子育て中の方、子育てサークルの活動や子育て支
援に関心のある方ならどなたでも参加できます。
ぜひ、ご応募ください。
◎実施日／第1回：9月9日（水）、第2回：16日（水）、
　　　　　第3回：25日（金）、10：00～12：00
　　　　　（第3回のみ13：00～もあります）
◎会場／くまもと県民交流館パレア
◎定員／先着100人程度・要事前申込
◎託児／先着20人、費用は１回300円（1人）・要事前申込
問少子化対策課 ☎096-333-2225

子育てサークル学習会の参加者募集

毎年8月は“北方領土返還運動強調月間”です！

平成23年3月の九州新幹線全線開業を県民に広
くＰＲするポスターを制作するため、小学生を対象
にそのデザインを募集します。
◎募集期間／9月18日(金)まで
◎募集対象／県内在住の小学３～６年生

問地域政策課 ☎096-333-2134

新幹線元年ＰＲポスター図案原画募集

疏水とは、農地へ水を供
給するなどのために人が
土地を切り開いてつくっ
た水の流れ。声優で水の
研究家 大山のぶ代さんの
講演、碩台（せきだい）小の児童

によるミュージカルなどを行い、疏水について考えます。
◎日　時／9月2日（水）13:00～17:10
◎場　所／崇城大学市民ホール（熊本市民会館）
◎参加費／無料

問疏水サミットin熊本2009実行委員会事務局
　（水土里ネット熊本会員支援課）☎096-348-8802

疏水（そすい）サミットin熊本２００９を開催します

地方税の滞納者に対する捜索などで差し押えた
骨董品やＡＶ機器、日用品などを公売します。
◎日　　時／8月28日（金）9：30開場
◎場　　所／益城町総合体育館
◎必要なもの／購入代金、認印、運転免許証など
　　　　　　身分証明書

問税務課 ☎096-333-2099

県・市町村合同公売会を開催

消防法令が改正され、すべての
住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務付けられました。火災
から大切な家族や財産を守る
ため、早めに設置しましょう。

詳しくはお近くの消防署にお問い合せください。
◎新築住宅／既に平成18年6月から義務化
◎既存住宅／平成23年6月から義務化

問危機管理・防災消防総室 ☎096-333-2116

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/ ■ 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　
■ 電子メール  kouhou@pref.kumamoto.lg.jp   ■ 熊本県ホームページ  http://www.pref.kumamoto.jp/   ■ 熊本県インターネット放送局（KIBS）  http://www.pref.kumamoto.jp/site/kibs/
■ 熊本県の人口(平成21年6月1日推計） 1,816,297人　男 853,148人　女 963,149人　■ iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ版  http://www.pref.kumamoto.jp/mobile/
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8月30日（日）まで

写真家 長野良市が行く熊本の大自然×伝統工芸品
南阿蘇村在住、写真家
長野良市氏による県内
の風景写真約50点を背
景に伝統工芸品を展示。

有料：一般200円、大学
生130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）

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

ホームページ http://www8.cao.go.jp/hoppo/
問内閣府北方対策本部 ☎03-5253-2111（代表）

8月28日（金） 開演 14：00（昼公演） 19：00（夜公演）

人形劇「火の鳥－黎明編」（原作：手塚治虫）
夏休み最後の贈り物！
不朽の名作を親子でご鑑
賞ください。 
有料：一般2,500円、
　　 高校生以下1,000円
※障がいのある方は半額。
　4歳から入場可

再生紙および大豆油インキを使用しています。

子どもたちも活躍！
耕作放棄地の
再生利用を推進中

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

問伝統工芸館（熊本市） ☎096-324-4930

《メランコリア Ⅰ 》デューラー

8月30日（日）まで

親子でみる美術展とあわせた
企画展です。当館の西洋版画を
紹介します。
有料：一般260円、大学生160円、
（団体料金有）高校生以下無料 
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

西洋版画大集合！

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

お問い合わせ先

  第１次試験日 

9月27日（日）

10月18日（日）

10月25日（日）

検 索詳しくは「肥薩おれんじ鉄道」ホームページまで

21 総政 広
③ 001-2

■お問い合わせ先／農村・担い手支援課  ☎096-333-2376
■お問い合わせ先／鞠智城イメージキャラクター募集実行委員会事務局
　　　　　　　　　（都市計画課景観公園室内） ☎096-333-2524

のんびり〝肥薩おれんじ鉄道〟の旅

新幹線が

全線開業
するんだ

って

新幹線について一緒に学ぼうヨ

新大阪ー熊本ー鹿児島中央間を
直通運転する新幹線列車「さくら」

熊本駅完
成イメー

ジ図

ロアッソ熊本の運営会社と
相互協力協定を結んでいます。

耕作放棄地再生利用
緊急対策交付金（国）

耕作放棄地解消緊急
対策事業（県）

農用地区域

農用地区域外

3万円または
5万円

3万円

2.5万円 2.5万円

　　　      試験の種類

県職員採用試験（短大卒業程度・高校卒業程度）

警察官採用試験（警察官Ｂ）

身体障がい者を対象とする職員採用選考試験

き  く　　　ち
　　　じょう

　県では、耕作放棄地を有効に活用するため、「子どもたちによる
耕作放棄地再生モデル事業」を始めました。耕作放棄地の再生を通
して、小・中学生に農業体験や食育を行い、耕作放棄地解消の気運
醸成や子どもたちの農業や地産地消への理解促進を図ります。
　また、農家の方などが耕作放棄地の再生利用を行う場合には、下
表の事業をご利用いただけます。詳しくはホームページをご覧くだ
さい。（事業の申し込みは最寄りの市町村へ）

検 索耕作放棄地解消110番県ホームページ

事業名 対象区域
再生作業 土づくり
10a当たり補助金等支給額

営農定着

県内の遺跡から出土した、
主な青銅器を展示します。
有料：一般410円、大学生
250円、高校生以下無料
休館：月曜日
       （祝日の場合は翌日）

交通対策総室新幹線・並行在来線対策室 ☎096-333-2167

肥薩おれんじ鉄道

お 知 ら せ

県政インフォメーション

わ
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検 索鞠智城　キャラクターホームページ

【一般の部（プロ・アマ不問）】
  ○県知事賞１点 10万円  ○山鹿市長賞・菊池市長賞各１点 ５万円
【子どもの部（中学生以下）】（副賞は図書カード）
  ○教育長賞１点 １万円分  ○優秀賞10点 ５千円分

 
　詳しい応募方法などは、県の機関（各地域振興局など）
にある募集チラシやホームページをご覧ください。

応募締め切り

９月１４日（月）まで
！

鞠智城イメージキャラクター大賞1点／山鹿・菊池地域の農産品
（県知事賞または教育長賞から選出されます）

　九州新幹線と並行して八代～川内間を走る肥薩おれんじ鉄道。
車窓から美しい八代海や東シナ海が望め、表情豊かな自然を楽し
めます。沿線市町ではさまざまなイベントが開催されています。たま
には、肥薩おれんじ鉄道でスローな旅はいかがですか。
　ただいま、「おれんじ鉄道に乗って海に行こう！」「ビール列車」
キャンペーンも実施中。

せんだい

ロアッソ列車

かばしま知事

　県では、国営公園化を目指している鞠智城について、防人（さきもり）などの歴史を
イメージしたキャラクターの名前とデザインを募集しています。

新大阪ー熊本ー鹿児島中央間を
直通運転する新幹線列車「さくら」

「おれんじーず」

2009  8月号  No.722009  8月号  No.722009  8月号  No.72

　　平成23年3月
九州新幹線全線開業
～県民みんなで元気なくまもとを創ろう～

　　平成23年3月
九州新幹線全線開業
～県民みんなで元気なくまもとを創ろう～

新玉名駅完成イメージ図

http://www.hs-orange.com/

