● 熊本県広報誌 ●

がんばろう日本！ 熊本から元気を届けよう！

東日本大震災復興支援
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10時〜18時（5日は17時まで）グランメッセ

東北地方の物産品販売
もりおか冷麺・南部せんべい（岩手県）、牛タン商品・笹かまぼこ
（宮城県）、いわきチョコ・フラケーキ（福島県） など

チャリティーオークション 熊本ゆかりのあの人の逸品があなたのものに！？
出品者

伊東勤さん（直筆サイン入りユニフォーム）井上雄彦さん（直筆スラムダンクイラスト入りジャケット）
王貞治さん（直筆サイン入りバット）川崎のぼるさん（書き下ろし原画）
姜尚中さん（愛用の万年筆）八代亜紀さん（猫のリトグラフ）などなど

■当日のお問い合わせ先／☎096-287-1217
（実行委員会会場本部） 熊本県 チャリティ
●県内へ避難された皆さまへ

避難前にお住まいの市町村から、次の情報が提供されます。避難先の市町村へお知らせください。
◎見舞金等の各種給付の連絡 ◎国民健康保険証の再発行 ◎税や保険料の減免･猶予･期限延期等の通知 など
■お問い合わせ先／市町村行政課

お 知 ら せ

ット販売開始

6月19日（日）よりチケ

第53回熊本県芸術文化祭オープニングステージ
くまもとの
「水」
をテーマに洋楽と邦楽、
さらには音楽と美術といった分野を越
え一体化させた芸術性の高いステージを熊本県出身の指揮者・福田隆さん
やソプラノ歌手・佐々木典子さんを招いて公演します。
◎日時／ 9月25日（日）15：00「ふるさとは水清く・・・」〜洋楽と邦楽と美術の融合〜（1回公演）
◎場所／県立劇場コンサートホール
（熊本市）
検索

第53回熊本県芸術文化祭

■お問い合わせ先／ 県立劇場

☎096 - 363 - 2233

「ジョブカフェ」は、あなたの就職を応援します！
県では、35歳未満の方の就職をお手伝いするため、
「ジョブカフェくまもと」
を
JR水前寺駅ビルに、
「ジョブカフェ・ブランチ」
を各地域振興局内に設置してい
ます。ぜひ、
お気軽にご利用ください。
●ジョブカフェくまもと ☎096-382-5451
●玉名 ☎0968-74-1125
●鹿 本 ☎0968-44-7520 ●菊池 ☎0968-25-4645 ●阿蘇 ☎0967-22-8178
●上益城 ☎096-282-1013 ●宇城 ☎0964-32-1529 ●八代 ☎0965-33-3756
●芦 北 ☎0966-82-3123 ●球磨 ☎0966-22-0555 ●天草 ☎0969-22-4226
検索

ジョブカフェくまもと

■お問い合わせ先／労働雇用課

募 集

☎096-333-2340

ねんりんピック２０１１熊本
総合開閉会式の観覧者募集！
実行委員会事務局では、総合開会式（10/15）と、総合閉会式（10/18）の
一般観覧者を7月から募集します。
熊本の文化や伝統が盛り込まれた祭典を、ぜひ、ご観覧ください。
詳しくは大会ホームページで！
検索
ねんりん 2011

ねんりんピック2011（ふれ愛）熊本実行委員会事務局（ねんりんピック推進課）☎096-333-2011

九州統一マイバッグキャンペーン「一斉行動参加店」募集
10月
（1カ月間）
に実施するマイバッグキャンペーンで、
レジ袋
の無料配布中止やマイバッグ持参の呼びかけ、持参者への
特典の付与などに協力していただく店舗を募集しています！
◎応募資格／県内の店舗 ◎募集期間／７月１５日(金)まで
◎応募方法／参加申込書を提出（郵送、FAX、電子メールいずれも可）
熊本県ごみゼロシンボルマスコット

「ゼロッピー」

熊本県マイバッグ一斉行動参加店

☎096-333-2277 FAX096-383-7680
電子メール haikitaisaku@pref.kumamoto.lg.jp

■受付時間／９時〜17時
（土日祝日は除く）
検索

熊本県 被災地支援

エコロジスト・リーダー養成講座
6月19日（日）、7月24日（日）、9月4日（日）、10月2日（日）
「地下水保全」
をテーマに、
専門的知識を有する人材を育成する講座です。
有料：1,500円（4回分）対象：一般（20歳以上、4回の講座に参加できる方）
定員：40人（申込多数の場合抽選）申込：ハガキ〔〒867-0055 水俣市明
神町55-1〕
FAX
〔0966-62-1212〕申込期限：6月11日(土)まで。
※１回目は熊本県庁
（熊本市）で開催。
検索
熊本県環境センター
■お問い合わせ先／ 環境センター
（水俣市）☎0966 - 62 - 2000

古代体験教室へ！〜赤米づくり観察会〜
7月10日（日）10：00〜12：00
6月に田植えをした赤米の稲を観察しま
す。田んぼに入って、昔の道具で草取りを
してみよう。古代人はどんなくらしをして
いたのかな？
有料：50円（保険料）定員：100人 募集期間：7月2日（土）まで（月曜休館）
申込：電話、
FAX
〔0968-36-2120〕
検索
装飾古墳館
■お問い合わせ先／ 県立装飾古墳館
（山鹿市）☎0968 - 36 - 2151

! スタジオジブリのレイアウト画を公開 !

7月15日（金）〜9月4日（日）9：30〜17：15（入館は16：45まで）

「となりのトトロ」
「もののけ姫」
「崖の上のポニ
ョ」
など、
スタジオジブリの レイアウト画（アニ
メーションの設計図）
を、宮崎駿監督の直筆を
中心に一挙公開します。
有料：一般1200円、高大生900円、小中生600円、前売券あり
休館：月曜日
（祝日の場合は翌日）
熊本県立美術館

検索

《崖の上のポニョ》より ⓒ2008二馬力･GNDHDDT

■お問い合わせ先／ 県立美術館本館
（熊本市）☎096 - 352 - 2111

水遊び広場

7月16日（土）〜9月11日（日）10：00〜16：00
広場一面に水を溜めて、ビニールプールな
どを設置。水かさが浅いので小さな子ども
でも安全。毎日水の入れ替えや清掃を行う
ので衛生面も安心です。
有料：大人300円、高校生以下無料
休園日：火曜日 カントリーパーク 検 索

検索

■応募・お問い合わせ先／廃棄物対策課

東日本大震災支援総合窓口
☎０９６-３３３-２８１１

イ ベ ン ト

九州初

ふれ愛

■お問い合わせ先／

☎０９６-３33-2105

東日本大震災
被災地支援など
に関する情報

検索

■お問い合わせ先／農業公園（カントリーパーク）
（合志市）☎096 - 248 - 7311

広島県からのお知らせ 熊本県の皆さんへ〈広島県との誌面交換〉

6月号のプレゼント TOMA TO ME SAUCE（とまとみそーす）

新幹線で1時間37分！

げ
熊本新みや
カモン！」 5人
ま
う
と
はがきに、住所・名前（ふりがな）
・年齢（○歳代）
と上記の質問に対す 「くまも
つ
るお答え、
「県からのたより」へのご意見・ご感想を書いて、郵送して 21品の一
ください。締切／ 6月17日（金）消印有効（応募は1人1通のみ有効）
再生紙および

九州新幹線で広島へぜひお越しください！
平清盛が造営した世界遺産 嚴島神社

多島美の絶景ひろがる瀬戸内しまなみ海道

８月には宮島水族館がリニューアルオープン

サイクリングも楽しめる

ひろしま観光ナビ

検索

■お問い合わせ先／広島県観光課 ☎082-513-3389

質問／あなたが実践しているエコってなんですか？

※個人情報は、賞品の発送と読者層の把握のために利用します。

応募先

〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18番1号
熊本県広報課「県からのたよりプレゼント」係
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