● 熊本県広報誌 ●

県からのたより

● 平成24年2月号 ●

「平家遺産をめぐる旅」 ■期間／12月31日（月）まで

歴史回廊くまもと観光キャンペーン

■平家遺産スタンプラリー

県と
（社）熊 本 県 観 光 連 盟 で
は、 大 河ドラマ「平 清 盛」の
放映に合わせ、平家落人伝説
が残る県内各地（五木・五家荘
地域等）の「観光地、食、伝説、
イベント」
などを活用した観光
キャンペーン
「平家遺産をめぐ
る旅」
を展開中。

協賛施設11カ所のうち3カ所以上の
スタンプを押して応募しよう。
抽選でペア宿泊券や特産品などが当たる

■秘境フォトコンテスト

平家伝説にまつわるスポットなどの写真を応募しよう。
優秀作品には宿泊券や特産品などをプレゼント

「熊本 五木・五家荘」地域の風景・伝統芸能の動画をご覧ください。 明日の遺産
なごみ紀行

検索

□お問い合わせ先／熊本県観光課 ☎096- 333- 2335

検索

お 知 ら せ

募 集

熊本市の政令指定都市移行に伴う窓口の変更などについて

第３３回全国豊かな海づくり大会〜くまもと〜のテーマ募集

４月１日の政令指定都市移行に伴い、県から熊本市に多くの事務・権限が移譲
され、手続きの窓口が区役所などに変わります。
また、住所表示に区名が入るこ
とに伴う住所変更の手続きは、運転免許証などほとんどの場合不要ですが、一
部必要な場合もあります。詳しくは、県庁ホームページでご確認ください。
〈手続き窓口が熊本市に変更となるもの〉
◎熊本市内の一部の国道や、県道の維持管理に関する相談
◎パスポートの申請受付・交付 など
検索
熊本県市町村行政課
■お問い合わせ先／ 市町村行政課

水産資源の維持と海域環境保全の大切さを訴える全国豊かな海づくり大会
が平成２５年秋に開催されます。大会にふさわしいテーマ
（標語）
を募集します
ので、
ふるってご応募ください。 ◎募集期間／２月６日(月)〜３月６日(火)
◎応募資格／どなたでも応募いただけます
◎表彰区分／最優秀賞１点（副賞３万円）、優秀賞２点（副賞１万円）、佳作（副賞５千円）

イ ベ ン ト

東日本大震災復興支援
グリーンジャンボ宝くじの発売について

熊本県宝くじ情報

検索

■お問い合わせ先／財政課

☎096-333-2082

女性のチャレンジと社会活動推進セミナー
海外での児童売春問題の解決に取り組む「かものはしプロジェクト」
代表の村田早耶香さん他を講師に、女性のチャレンジを考えます。
◎日 時／ 3月6日
（火）
１３：３０〜１６：3０
◎会 場／熊本県民交流館パレア
◎参加費／無料 ◎どなたでも参加できます
◎申 込／☎096-355-1187、FAX096-355-4317
◎申込期限／ 2月27日
（月） ならんで
検索
講師：村田早耶香さん

☎096 - 355 - 1187

■お問い合わせ先／ 健康福祉政策課

県議会だより

☎096 - 333 - 2202

2月議会は2月14日（火）から始まります
熊本県議会

検索

熊本県議会ホームページ

「ようこそ熊本県議会へ」
を
ご活用ください! !

県議会の概要／県議会の役割、
しくみ、委員会の概要などをご覧になれます。
直近の定例会情報／会期日程、議案(項目)、意見書、条例など
本会議のインターネット中継（手話通訳有り）
生中継と録画中継（当日夕方以降）
過去の定例会資料など／本会議録、委員会会議録など

■お問い合わせ先／議会事務局政務調査課
☎096-333-2620 FAX 096-384-8896

幸福と長寿の花、福寿草が仰烏帽子

（のけえぼし）
山で見頃を迎えています。

九州最大級の福寿草の群生をぜひ観賞してください。
◎福寿草観賞登山月間／２月〜３月 ※期間中、元井谷登山口で五木温泉
「夢唄」
（火曜日定休）
の入浴半額券を配布しています。 五木村観光協会 検 索
■お問い合わせ先／五木村観光協会

☎0966-37-2611

定期体験教室「縄文の布づくり」
2月18日(土) 〜 19日(日) 10:00 〜 12:30
縄文時代の編み方で、
コースターを作ってみよう！
◎有料／大人200円 ◎定員／30人
◎対象／家族
（子どものみは不可）
、大人
◎申込／電話、FAX ◎申込期限／2月11日
（土）
まで
装飾古墳館
◎休館／月曜日
（祝日の場合は翌日）

検索

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

2月号のプレゼント

食べるラー油と阿蘇たかな漬
21

質問／アジアで活躍している
「くまもと」
を何か知っていますか？

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
るお答え、
「県からのたより」へのご意見・ご感想を書いて、郵送してく
ださい。締切／ 2月15日（水）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。

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

5人

熊本新み
やげ

障がい者用駐車場を本当に必要としている方々が安心して利用
できるために県で導入しているハートフルパスが、九州・山口各県
（沖縄を除く）
で利用できるようになります。
◎利用可能日／２月１５日
（水）
から
検索
ハートフルパス

2月25日（土）〜 26日（日）

品の一つ

ハートフルパスが九州・山口各県で利用可能に！

春告げ草に会いに行こう
五木村福寿草トレッキング

﹁くまも
と うまカ
モン ！ ﹂

■お問い合わせ先／くまもと県民交流館パレア

☎096 - 333 - 2458

■お問い合わせ先／ 全国豊かな海づくり大会準備室

☎096 - 333 - 2106

１等・前後賞合わせて５億円が当たる
「東日本大震災
復興支援グリーンジャンボ宝くじ」
を、
２月１４日
（火）
から全国一斉に発売します。
この宝くじの収益金の一
部は、東日本大震災の復興支援に役立てられます。
◎発売期間／ 2月14日
（火）
〜3月14日
（水）
◎価
格／ 1枚300円
◎当せん金／１等 ３億円、
１等の前後賞 １億円、
２等 1,000万円
（以下略）
◎発売場所／最寄りの宝くじ売り場でご購入いただけます。

検索

第33回全国豊かな海づくり大会

片道なんと！
1人500円

湯の児・湯の鶴温泉
直通観光タクシー運行中！
水俣市では、新水俣駅と湯の児・湯
の鶴 温 泉を結ぶ 直 通 観 光タクシー
（片道１人５００円）
を運行しています。
湯の児と湯の鶴を結ぶさくらの名所
「チェリーライン」
や駅構内に展示され
る雛人形、水俣の旬が詰まった冬の
膳・春の膳など
「食」
も楽しめる水俣に
遊びに来ませんか？
タクシーのチケットは、駅構内みな
また観光物産協会で販売しています。
お問い合わせ先

冬の膳

（イメージ）

新水俣駅

みなまた観光物産協会

検索

みなまた観光物産協会 ☎0966-63-2079

再生紙および大豆油インキを使用しています。
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