● 熊本県広報誌 ●

県からのたより

● 平成23年8月号 ●

熊本県、
（社）熊本県観光連盟は、熊本の「夏」を満喫するキャンペーン
「だって夏だモン！ カモン！ くまもと！ 」を8月31日（水）まで展開します。
熊本の夏を代表する各エリア
（観光地）
で、 キャンペーンウィーク
（週間）を設定。期間中、
さまざまなイベントを展開します。

集中キャンペーン

検索

なごみ紀行

ご当地カレー対決！

地域の特性を生かしたカレー対決
①山鹿薬師馬カレー ②芦北伽哩街道 ③天草海鮮カレー丼 ④阿蘇ハヤシカレー
「スワロフスキー付くまモンストラップ（写真）
」
が当たる！
※カレーを食べるとクジで超レアな

くまモンを探せ！

キャンペーンウィーク
（週間）エリアに
「くまモン」
が出没！
※捕まえると先着で 携帯ストラップ プレゼント！

夏は、 ！
今年の
だモン
リ
マ
熊本でキ

□お問い合わせ先／だって夏だモン！カモン！くまもと！キャンペーン事務局（熊本県観光課内）☎096-333-2335 （社）熊本県観光連盟 ☎096-382-2660

薫爐
（くんろ）
「浮舟
（うきふね）
」
桂盛仁
（重要無形文化財保持者）
作

お 知 ら せ

イ ベ ン ト
日本金工展 in 熊本

「くまもと･みんなの川と海づくりデー」の開催について
みんなの川と海をきれいにして次世代に引き継いでい
くため、一斉清掃を行います。毎年約５万人の参加をい
ただいています。
お近くの清掃活動にご協力ください。
●メイン会場
◎開催日時／ 8月21日
（日）
7：00 〜 8：30
◎場所／網田海岸公園（宇土市）
地域によって日時が違う場合があります。
お住まいの市町村にご確認ください。
■お問い合わせ先／ 環境立県推進課

募 集

験 の 種

類

第１次試験日

９月２5日
（日）
１０月１6日
（日）
１０月２3日
（日）

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

☎096 - 333 - 2733

イベント観覧者募集！

10月に崇城大学市民ホールで開催
するファッションショー
（15日）音楽
文化祭
（16日）
シンポジウム
（18日）
の観覧者を、8月から募集開始しま
す。出演者などの詳細情報はホームページで！

ねんりん 2011

■お問い合わせ先／ ねんりんピック推進課

検索

■お問い合わせ先／林業振興課

8月号のプレゼント

赤米づくり体験の３回目として
「かかしづくり」
を行います。材料や装飾を工夫しながら、赤米
の稲を守る楽しいかかしをつくりましょう！
◎有料／50円
（保険料）◎定員／100人
◎募集期間／8月20日
（土）
まで
（月曜休館）
◎申込／電話、FAX
〔0968-36-2120〕
装飾古墳館

8月28日（日）10：30〜15：00

☎096-333-2448

阿蘇の和牛 あか牛のしぐれ煮

地引き網漁の楽しさ、大変さを体験したり、私たちの
生活が海の環境にどのような影響を与えているか学
びます。夏の思い出に家族で参加されてみませんか？
◎場所・定員／あしきた青少年の家・60人（申込多数の場合抽選）
◎有料／中学生以上2,000円、小学生以下1,000円
◎申込／ハガキ
〔〒867-0055 水俣市明神町55-1〕、FAX〔0966-62-1212〕
◎申込期限／ 8月18日(木)まで
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

東日本大震災復興支援チャリティーバザールのお礼

６月４日・５日
（土・日）
に開催されたチャリティーバザールにつきましては、多くの
皆様のおかげで入場者数、義援金等が目標を上回り、
「地産地消による県内経
済の活性化」
と
「被災地への支援」
に貢献ができました。
ご協力いただきました皆
様に感謝を申し上げます。
◎入場者数実績／入場者数（２日間）
３１，
０００人
◎義援金等／合計１６，
０３７，
１２５円
検索
熊本県 チャリティ

まカ
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 「くまもと う
つ
一
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
ください。締切／ 8月19日（金）消印有効（応募は1人1通のみ有効）
※個人情報は、賞品の発送と読者層の把握以外には利用しません。

〒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

検索

「地引き網体験」に参加しませんか？

質問／今回の特集では何に一番興味を持ちましたか？ 熊本新みやげ
モン！」

応募先

8月28日（日）10：00〜12：00

☎096 - 333 - 2011

住宅を新築・リフォームする方や保育園や病院など
を新設する事業者
（国などの補助のない場合）
に、
県産の木材と畳表を抽選でプレゼントします。
◎募集期間／８月１５日
（月）
〜２9日
（月）
◎募集戸数／個人４０戸、事業者10棟 ※個人の申込みは年度内にあと２回予定
◎お申し込み先／熊本県木材協会連合会 ☎096-382-7919
検索

赤米づくり体験第３回「かかしづくり」

■お問い合わせ先／ 県立装飾古墳館
（山鹿市）☎0968 - 36 - 2151

県産の木材と畳表をプレゼントします！

熊本県産木材

熊本県立美術館開館35周年記念
コレクション名品展
熊本ゆかりの美術品や、古美術から現代の作品までの
優れたコレクションから、名作中の名作を紹介します。
◎有料／一般260円、大学生160円、高校生以下無料
（祝日の場合は翌日） 熊本県立美術館 検 索
ルノワール《胸に花を飾る少女》 ◎休館／月曜日

◎申込受付期間／８月8日（月）〜26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、県立図書館などで配布しています。 熊本県職員採用案内 検 索
■お問い合わせ先／ 人事委員会事務局総務課

■お問い合わせ先／熊本県伝統工芸館
（熊本市）☎096-324-4930

9月11日（日）まで 9：30〜17：15（入館は16：45まで）

熊本県職員および警察官採用試験のご案内
試

日本工芸会金工部会主催の公募展。九州初の巡回展です。日本を代表する
金工作家の作品113点を一堂に展示します。
◎会場／2階常設展示室 ◎有料／一般200円、大学生130円、高校生以下無料
◎休館／月曜日
（祝日の場合は翌日）
検索
熊本県伝統工芸館

☎096 - 333 - 2266

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県職員採用選考試験

9月4日（日）まで

5人

■お問い合わせ先／流通企画課・くまもとブランド推進課

☎096-333-2133

「八代めぐり観光バス」が運行してま〜す！
新八代駅から八代の観光地を周遊する事前予約型の観光バス（県が神園交通に運行を委託）。コースは、
１泊２食付きの「五家荘コース」、日帰りで八代市内や氷川町を巡る「やつしろ北コース」、日奈久温泉など
を巡る「やつしろ南コース」です。１人あたりの料金は、五家荘コースが大人１万円・小学生以下５千円、やつ
しろ北及び南コースが大人７００円・小学生以下４００円と格安（九州新幹線全線開業記念価格）です。
■お問い合わせ先／神園交通トラベル

☎0965-31-5789

毎年8月は 北方領土返還運動全国強調月間 です！

検索

神園交通

内閣府北方領土

検索

■お問い合わせ先／内閣府北方対策本部
☎03-5253-2111
（代表）
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