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   ト ピ ッ ク ス                         

★「熊本県外国人材受入支援センター」を設置しました 

 

外国人技能実習生を受け入れたい企業、高度外国人材を雇用したい企業等のご相談に対

応する相談窓口を１１月から設置しました。 

熊本県外国人材受入支援センター（熊本県中小企業団体中央会内） 

【相談受付】 

   曜日：月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く） 

   時間：１０時から１７時（１２時から１３時までは昼休み） 

 

 【相談方法】  

   電 話：０９６－２３７－６７２５ 

メール：kgjc@kumachu.or.jp 

来 所：上記電話窓口にて予約のうえお越しください 

（所在地：熊本市南区流通団地１丁目２１番地） 

 

【主な相談内容】 

  ・外国人技能実習生の受入方法 

  ・新しい技能実習制度に関する相談 

  ・技能実習以外の外国人材の雇用に関する相談 

 

 

センター設置に関するお問い合わせ先 

（※相談窓口ではありません） 

商工労働局 労働雇用創生課 

（担当）田島 

（TEL）０９６－３３３－２３４２ 

（E-mail）tajima-s-dw@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                         

★開催間近！ 経営戦略としての働き方改革セミナー・個別相談会 

 

熊本県では、「経営戦略としての働き方改革」と題したセミナー及び個別相談会を開催し

ます。 

 本セミナーでは、経営側が働き方改革にどう取り組むべきなのか、働き方改革の本質に

ついて分かりやすく解説するとともに、働き方改革によって人材確保や業績向上といった

成果をあげている中小企業の事例紹介を行います。 

mailto:tajima-s-dw@pref.kumamoto.lg.jp
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 開催間近ですが、まだ応募可能です。「働き方改革に取り組みたいが、何から始めればよ

いか分からない」「自社で取組みを始めたがうまくいかない」といった悩みをお持ちの方は、

ぜひご参加ください。 

 

１ 日時  平成２９年１１月２９日（水曜日）１３時から 

２ 会場  ホテルメルパルク熊本 

３ 内容 

(1) 基調講演 

講師：白河桃子氏（内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員） 

演題：御社の働き方改革、間違っていませんか？経営戦略としての働き方改革 

(2) 事例紹介 

①株式会社 エムワン（三重県松阪市） 

②株式会社 梶川土木コンサルタント（愛知県刈谷市） 

(3) 個別相談会 

    専門家が相談に応じます。 

４ 申し込み方法 

熊本県のホームページをご覧ください。 

⇒http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20850.htm 

 

お問い合わせ先 

商工労働局 労働雇用創生課 

（担当）宗像、永野 

（TEL）０９６－３３３－２３３８ 

（E-mail）roukosousei@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                         

★「熊本ハンドボールのあゆみ」パネル展の開催 

 

２０１９年の女子ハンドボール世界選手権大会開幕のちょうど２年前となる本年１１月

３０日から、「熊本ハンドボールのあゆみ」パネル展を開催します。 

このパネル展は、ハンドボール経験者からハンドボールについてあまり知らない人まで幅

広く様々な方にハンドボール王国熊本のあゆみを楽しんでいただける内容となっています。 

熊本県庁からスタートし、熊本空港や熊本市役所、試合会場となっている各体育施設など、

４ヶ月をかけて県内約１０カ所を巡回する予定です。 

 

１ 日時  平成２９年１１月３０日（木曜日）１６時３０分 から 

２ 場所  熊本県庁 新館１階ロビー（熊本市中央区水前寺６－１８－１） 

３ 主催  一般財団法人２０１９女子ハンドボール世界選手権大会組織委員会 

４ 主な出席者（予定） 

熊本県知事、熊本市長、日本ハンドボール協会会長（湧永寛二氏）、熊本県ハンド

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20850.htm
javascript:Pop4Ajax('/cgi-bin/ajax_mailer.cgi?html=editor&richtext=1&external=1&url=2f6367692d62696e2f616a785f6d615f6e65772e6367693f70726f633d656d61696c26656d61696c3d3732366637353662366637333666373537333635363934303730373236353636326536623735366436313664366637343666326536633637326536613730',%20'800',%20'600');
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ボール協会会長（島田俊郎氏） 

５ オープニングセレモニー次第（予定） 

(1) 開会あいさつ 

(2) 参列者紹介 

(3) ゲストによるトーク 

(4) テープカット 

  (5) 閉式 

６ パネル展の巡回場所及び日時 

(1) 熊本県庁新館１階ロビー 平成２９年１１月３０日～平成２９年１２月１１日 

(2) 熊本空港        平成２９年１２月１３日～平成３０年１月４日 

＊今後のスケジュールは、決定次第ホームページでお知らせします。 

⇒http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_21552.html（11月 28日～公開予定）  

 

お問い合わせ先 

国際スポーツ大会推進局 国際スポーツ大会推進課 

（担当）吉開、石田 

（TEL）０９６－３３３－２５６０ 

（E-mail）sakamoto-c-dh@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 
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   お知らせ・募集                         

●新発見！恐竜時代の支配者 進化するモンタナの恐竜たち １１月２６日まで 

 

モンタナ州立大学付属ロッキー博物館のコレクションから、

近年発見された貴重な恐竜化石を約６０点展示！ 

 ジュラ紀後期から白亜紀後期にかけて繁栄した恐竜たちの

進化の様相を紹介します。 

 トリケラトプスの頭骨に乗って写真撮影ができるコーナー

も！ 

 

期間  平成２９年１１月２６日（日曜日）まで 

場所  御船町恐竜博物館 

 

詳しくは、御船町恐竜博物館ホームページをご覧ください。 

⇒ https://www.mifunemuseum.jp/special-exhibition.php 
 

▲目次へもどる 
                                         

●省エネセミナー開催の御案内 

  

中小企業・個人事業主の皆様を対象に省エネセミナーが開催されます。エネルギーコス

トの削減方法や省エネ導入のための補助事業等を紹介します。 

 この機会にぜひご参加ください。 

 

熊本県中小企業団体中央会主催分 

 

１ 日時  ①平成２９年１１月２８日（火曜日）１５時から 

       ②平成２９年１１月２９日（水曜日）１５時から 

２ 場所  ①アレグリアガーデンズ天草（熊本県天草市本渡町広瀬９９６） 

       ②アンジェリーク平安（熊本県人吉市宝来町１３４０－７） 

３ 講師  ①省エネ研究センター 代表 中馬 慶太氏 

      ②一般財団法人省エネルギーセンター エネルギー使用合理化専門員  

中村 秀昭氏 

 ４ 申込締切  先着順 ※定員になり次第締め切ります 

５ 申込方法 

   熊本県中小企業団体中央会ホームページを御覧いただき、メール・ＦＡＸでお申込

みください。 ⇒ http://kumachu.or.jp/2991/ 

 

https://www.mifunemuseum.jp/special-exhibition.php
http://kumachu.or.jp/2991/
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一般社団法人ヒューマンアンドエコロジー主催分 

 

１ 日時  平成２９年１２月４日（月曜日） 

１４時から１６時（受付開始 １３時３０分 から） 

２ 場所  くまもと県民交流館パレア １０階 会議室８ 

３ 講師  藤川 博文氏（一般社団法人ヒューマンアンドエコロジー理事） 

 ４ 申込締切  平成２９年１１月２８日（火曜日） 

５ 申込方法 

   ヒューマンアンドエコロジーのホームページに掲載されている参加申込書により 

お申し込みください。 ⇒ http://www.human-ecology.or.jp/info/171204_seminar/ 

 

お問い合わせ先 

新産業振興局 エネルギー政策課 

（担当）永野 

（TEL）０９６－３３３－２３２０ 

（E-mail）nagano-t@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 
                                         

●高等技術専門校販売実務科 第２回オープンキャンパス参加者募集 
 
熊本県立高等技術専門校の販売実務科は、軽度の知的障がいのある方が、職業に関する

基本的な知識・技能の習得に加え、労働に耐えうる体力づくり、あいさつなど社会生活に

必要なマナーの訓練を実施し、職業自立を目指しています。 

就職先は、小売り、販売、流通、製造、サービス業などの一般企業から就労継続支援Ａ

型事業所まで多方面に渡っており、就職率は７年連続で１００％を続けています。 

オープンキャンパスでは、訓練内容の説明や体験実習などを予定しており、多数のご参

加をお待ちしております。 

 

１ 期日  平成２９年１２月６日（水曜日） 

１０時から１２時（受付開始 ９時３０分 から） 

２ 場所  熊本市南区幸田１丁目４番１号 熊本県立高等技術専門校 販売実務科 

３ 内容（第１回の模様） 

  

http://www.human-ecology.or.jp/info/171204_seminar/
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 【訓練内容の説明】  【体験実習】  

 

４ 対象者  中学生以上の方であればどなたでも参加できます。 

・特別支援学校、中学校または高等学校在籍の方 

・一般の方（受験希望の保護者、学校・障がい者支援施設の関係者など） 

※販売実務科の入校対象者は、軽度の知的障がい者で、療育手帳所持者または公的

機関で判定を受けた方になります。 

５ 申込締切  平成２９年１２月１日（金曜日） 

６ 申込方法 

必要事項（氏名、本人・保護者・関係者の別、所属、連絡先、体験実習の参加の有

無）を記載のうえ、ファックス、電話又はメールにてお申し込みください。 

ファックス：０９６－３７８－０１２２  電 話：０９６－３７８－０１２１ 

メール：kumamotokoukun28@pref.kumamoto.lg.jp 

  ※詳しくは、「熊本県立高等技術専門校」のホームページをご覧ください。 

⇒ http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13089.html 

 

お問い合わせ先 

熊本県立高等技術専門校 販売実務科  

（担当） 上野 

（TEL） ０９６－３７８－０１２１ 

（E-mail）ueno-k-dc@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 
                                        

●技短祭（学園祭）とオープンキャンパスを開催しました 

  
１０月２９日（日曜日）に技短祭（学園祭）と第３回オープンキャンパスを開催しまし

た。台風の影響ではじまりは雨でしたが、だんだんと天気が良くなり、ＯＢ・ＯＧ、高校

生や地域の家族連れなど多くの方々に来校いただき、いつもは学生だけのキャンパスが大

いに賑わいました。 

 技短祭はステージイベントや模擬店など、学生自治会を中心に学生で運営しました。 

ステージイベントでは大津高等学校吹奏楽部の演奏会を皮切りに、腕相撲大会、早食い

大会、仮装コンテスト、きくちくん（菊池市非公認ゆるキャラ）トークショー、ビンゴ大

会など盛りだくさんの内容で、大いに盛り上がりました。 

 様々な模擬店がある中、精密１年のネームプレート作製や、精密２年のあげたこ焼き、

情報２年のフライドポテトが大人気でした。 

 また、同窓会のものづくり教室や豚汁、綿菓子の提供もあり多くの来場の方に喜んでい

ただきました。 

 同時開催のオープンキャンパスでは、各学科の展示や体験コーナーで、学生が研究テー

を説明したほか、初めての取り組みとなった「数学入試セミナー」や「女子カフェ」も好

評でした。来場者の皆様に技短の魅力を感じていただけたなら幸いです。 

 施設見学や進路相談などは随時受け付けております。希望される方は総務学生課までお

mailto:kumamotokoukun28@pref.kumamoto.lg.jp
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13089.html
mailto:ueno-k-dc@pref.kumamoto.lg.jp
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問い合わせください。 

 

【ステージイベントのオープニング】 

（大津高校吹奏楽部の演奏） 

 

【腕相撲大会】 

 

【きくちくんトークショー】 

 

【精密２年模擬店（やきそば）】 

 

【同窓会 ものづくり教室】 

 

【同窓会提供（豚汁）】 
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【数学入試セミナー】 【女子カフェ】 

お問い合わせ先 

技術短期大学校 総務学生課 

（担当）金澤 

（TEL）０９６－２３２－９７００ 

（E-mail）kpct@kumamoto-pct.ac.jp 

▲目次へもどる 
                                        

●技術短期大学校開校２０周年記念式典及び記念講演会を開催しました 

 
 １０月２１日（土曜日）に開校２０周年記念式典及び記念講演会を本校の講堂・体育館

で開催しました。当日は台風の接近が心配されましたが、大きな天気の崩れもなく、来賓、

学生など約３００人に参加いただきました。 

 式典では里中校長の式辞の後、副知事挨拶、来賓の方から祝辞をいただきました。 

 また、本校に功績のあった方や団体に感謝状を贈呈しました。 

 記念講演会では、（独）国立高等専門学校機構 谷口理事長から「科学技術イノベーショ

ン立国を担う人「財」育成 ～県立技術短期大学校に期待する」と題した講演をいただき、  

続いて、株式会社安川電機 理事 開発研究所 筒井所長から「安川電機のロボットの取

り組み」と題し、講演をいただきました。 

 来賓の皆さまや講演いただいた先生方から学生への励ましやエールを多数いただきまし

た。ありがとうございました。 

 

 

【式典の様子】 

 

【会場の様子】 

  

mailto:kpct@kumamoto-pct.ac.jp
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【校長の式辞】 【功労者感謝状贈呈】 

 

【谷口理事長の講演】 

 

【筒井所長の講演】 

 

お問い合わせ先 

技術短期大学校 総務学生課 

（担当）金澤 

（TEL）０９６－２３２－９７００ 

（E-mail）kpct@kumamoto-pct.ac.jp 

▲目次へもどる 

                                        

●県産品取扱量が過去最大級！台湾カルフールで熊本フェアを開催しました 

 

台湾全土で９７店舗を展開する大型スーパー「カルフール」で、平成２９年１０月５日

（木曜日）から１７日（火曜日）まで「熊本フェア」を開催し、県内企業の加工食品、く

まモングッズなど約２０社、１２０種類の商品を販売しました。くまモンも駆けつけ、台

湾でくまもとファンを増やし、盛り上げてくれました。 

これほど大規模な「熊本フェア」の開催は、これまでの海外展開の中でも初めてであり、

今後の商品の継続取引や、フェア第二弾の実施へ繋げるため商品の魅力を発信していきた

いと考えております。 

 

 

【オープニングセレモニー】 

 

【どこに行ってもくまモン大人気！】 

mailto:kpct@kumamoto-pct.ac.jp
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【くまモングッズ】 

 

【加工食品】 

 

お問い合わせ先 

観光経済交流局 国際課 

（担当）永井 

（TEL）０９６－３３３－２１５８ 

（E-mail）nagai-m-dc@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                         

 

《「くまもと夢づくりマガジン」にどしどしご提案ください！！ 》 

「○○○のような内容を追加して欲しい」「△△△の内容についてもっと知りたい」「□

□□のようにすると、もっとメルマガが良くなる」など、皆さまのご提案や記事に対す

る意見・感想がありましたら下記アドレスに、どしどしお寄せください。提案等は今後

のメールマガジンの作成に反映させていきたいと考えています。 

また、新規配信を希望される方も下記アドレスにメールアドレス、氏名、住所、電話

番号を記載のうえ、お申し込みください。お待ちしております。 

◆熊本県商工観光労働部メールマガジン「くまもと夢づくりマガジン」 

発行元  熊本県商工観光労働部 

住 所  〒862-8570 熊本市中央区水前寺６丁目１８－１ 

ＴＥＬ  ０９６－３３３－２３１３ 

E-MAIL shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 

 

▲目次へもどる 
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