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   ト ピ ッ ク ス                         

 

★ラグビーワールドカップ２０１９TM開催都市住民向けチケット先行抽選販売中！ 

 

 ３月１９日（月曜日）からラグビーワールドカップ２０１９の開催都市住民向けチケット

先行抽選販売が始まりました！ 

 熊本県内にお住いの方は、熊本で行われる試合のチケットを一般より早く購入できるチャ

ンスです。この機会を逃さないようにしましょう！ 

 

◆先行抽選販売スケジュール 

・通常チケット（決勝トーナメントを含む全４８試合のチケット） 

開催都市住民対象：２０１８年３月１９日（月曜日）～４月１２日（木曜日） 

 

◆チケット購入方法 

 手順１ 次のＵＲＬから公式チケットサイトにアクセスし、チケットＩＤを登録 

（既に登録済みの方は手順２から始める） 

     https://tickets.rugbyworldcup.com/ 

 手順２ 公式チケットサイトにログインして、希望チケットを申込み 

 手順３ 当選メールが到着後、お支払い 

 

◆熊本での試合日程・会場 

 ２０１９年１０月６日（日曜日）１６時４５分 ～ フランス v トンガ 

 ２０１９年１０月１３日（日曜日）１７時１５分 ～ ウェールズ v ウルグアイ 

 会場 熊本県民総合運動公園陸上競技場（熊本市東区平山町２７７６番地） 

 

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）小川 

（TEL）０９６－３３３－２５６０ 

（E-mail）ogawa-k-db@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tickets.rugbyworldcup.com/
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★【最強軍団ＮＺＵ来熊！】第３回九州ラグビーフェスティバル inくまもと開催 

 

 来年に開催されるラグビーワールドカップ２０１９の前に、

ラグビーの迫力、面白さを生で味わってみませんか！？ 

 ラグビーの最強チーム、オールブラックスと言えば、ニュー

ジーランドですが、その学生代表であるニュージーランドユニ

バーシティーズが熊本にやって来ます！ 

 

記 

 

日時：２０１８年４月２８日(土曜日) １４時キックオフ 

会場：えがお健康スタジアム 

（熊本県民総合運動公園陸上競技場） 

対戦カード：ニュージーランドユニバーシティーズ 

vs九州選抜キューランダーズ 

チ ケ ッ ト：県内の数店舗で販売されます。 

 

 

 

 

 

 

 

※プレミアムシートは、複数の特典が付いた席です。 

※一般席は、高校生以下「入場無料」です。 

 

 ◆同日１０時から入場無料のファンゾーン（ラグビー体験ゾーン、お祭りステージなど）

も開催されますので、是非、お越しください。 

 ◆詳細は、熊本県ラグビーフットボール協会ホームページ（http://kumamoto-rugby.jp/）

をご覧ください。 

 

 

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）小川 

（TEL）０９６－３３３－２５６０ 

（E-mail）ogawa-k-db@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 
                                          

席 種 前売り 当日 

プレミアムシート 

（限定１００席） 
４，０００円  

中央席 
大人 ２，５００円 ３，０００円 

小中高生 １，２００円 １，５００円 

一般席 大人 １，５００円 １，８００円 

http://kumamoto-rugby.jp/
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   お知らせ・募集                         
 
●省エネルギー設備の導入･運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業公募 

 

経済産業省において、省エネルギー性能の高い設備（省エネ型設備）の導入と併せて、導

入する設備に係るエネルギー使用量等を計測・蓄積する装置（見える化装置）の導入を支援

する「省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業」の公募

が始まりました。 

これを機に、省エネルギー設備の導入等について検討してみませんか。 

  

 ■公募期間 

  平成３０年３月２０日（火曜日）～４月２０日（金曜日） 午後５時必着 

 

 ■交付決定 

  平成３０年６月中旬（予定） 

 

 ▼補助対象機器など事業の詳細は、次のＵＲＬをご覧ください。 

  https://sii.or.jp/kakumeisokushin29r/ 

 

お問い合わせ先 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 
※経済産業省から委託を受け申請受付事務を行っています。 

（電話）０５７０－０７７－３１７ 

（ＩＰ電話）０４２－３０３－４２１５ 

（受付時間）10:00 ～12:00、13:00 ～17:00 

※土曜、日曜、祝日を除く 

▲目次へもどる 
                                          
 
●平成３０年度熊本県障がい者技能競技大会「アビリンピック熊本大会２０１８」の

開催及び参加選手募集 
 
熊本県では、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構熊本支部との共催で、平成３

０年度熊本県障がい者技能競技大会「アビリンピック熊本大会２０１８」を開催します。 

この大会は、障がいのある方が日ごろ培った技能を互いに競い合うことにより、その職業

能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の方々が障がい者雇用に対する理解と認識を深

め、その雇用の促進を図ることを目的としています。 

現在、大会への参加選手を募集しています。また、選手が各競技で技能を競い合っている

姿を応援していただくよう、多くの方々のご来場をお待ちしております。 

 

１ 開催日時及び開催場所 

  ６月２日（土曜日）午前８時３０分～午後４時１５分 ポリテクセンター熊本 

６月３日（日曜日）午前９時～午後３時４５分 熊本県立技術短期大学校 

 

https://sii.or.jp/kakumeisokushin29r/
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２ 選手募集 

  申込期限 ４月２５日（水曜日） 

  競技種目 木工、機械ＣＡＤ、喫茶サービスなど １４種目 

詳しくは、次のＵＲＬ又はＱＲコードから大会ホームページをご覧ください。 

http://k-ws.heteml.jp/abilympics/index.html 

  

 

お問い合わせ先 

商工労働局 労働雇用創生課 

（担当）坂本 

（TEL）０９６－３３３－２３４４ 

（E-mail）sakamoto-k-db@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 
                                          
 
●ポリテックビジョン２０１８ ＩＮ 北九州 

 ロボット競技会 優勝！ 機械加工技術コンテスト 旋盤加工の部 準優勝！ 
 
去る、２月２３日（木曜日）と２４日（土曜日）の２日間、「ポリテックビジョン２０１８

ＩＮ北九州」が九州職業能力開発大学校（北九州市小倉南区）で開催され、九州・沖縄の能

力開発大学校や短期大学校から選抜された選手やチームが参加しました。 

熊本県立技術短期大学校からは、ロボット競技会に２チーム（機械システム技術科「ＰＯ

ＲＴＡ（ポートエイ）」チーム・電子システム技術科「Ｓｈｉｓａｋｕｋｉ」チーム）と機械

加工技術コンテストに旋盤加工の部２名とフライス盤加工の部２名（精密機械技術科４名）

が出場しました。 

本大会に向け、連日ロボットの製作・調整や機械加工の練習に頑張った結果、ロボット競

技会では、２チームともに予選を突破し、機械システム技術科の「ＰＯＲＴＡ（ポートエイ）」

チームが優勝しました。 

また、機械加工技術コンテストでは、「旋盤の部」で精密機械技術科１年 竹下峻史君が準

優勝を獲得しました。 

 

 

ロボット競技の様子 

 

機械システム技術科「ＰＯＲＴＡ」チーム 

表彰式の様子 

http://k-ws.heteml.jp/abilympics/index.html
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機械加工技術コンテストの様子 

（フライス盤の部） 

 

機械加工技術コンテストの様子 

（旋盤の部） 

 

精密機械技術科１年 竹下峻史君 

表彰の様子 

 

優勝を決めた機械システム技術科 

「ＰＯＲＴＡ」チーム（中央の４名） 

上田将矢君、内田直哉君、窪田文紀君、増永矩大君 

（写真左 里中校長）（写真右 田﨑教授） 

 

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 
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   組 織 改 正                         

 

●４月から「国際スポーツ大会推進部」が設置されます！  
 
２０１９年の女子ハンドボール世界選手権大会、ラグビーワールドカップ、翌２０２０年

の東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致などの国際スポーツ大会は、国内

外から訪れる多くの方々を通じて、地震から復興する熊本の姿や、支援に対する感謝の気持

ちを世界中に発信するまたとないチャンスです。 

 

熊本県では、これらの大会の成功に向けてこの４月から新たに「国際スポーツ大会推進部」

を設立し、大会の開催準備をさらに加速していくこととしています。 

 

１年半後のラグビーワールドカップからはじまる国際スポーツイベントイヤーズ、是非、

多くの県民の皆様にも観戦やボランティアでご参加いただき、ともに盛り上げていきましょ

う！  

 

◆なお、２０１９女子ハンドボール世界選手権大会ホームページでは、大会情報だけでな

く、熊本やハンドボールの魅力を発信するページなど、盛りだくさんの内容を掲載してい

ます。 

 最新情報などが届くメルマガ会員も募集中です！是非登録をお願いします。 

 

 大会ホームページのＵＲＬ：http://japanhandball2019.com/ 

  

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）後藤 

（TEL）０９６－３３３－２５５９ 

（E-mail）gotou-k-dr@pref.kumamoto.lg.jp 

▲目次へもどる 

                                          

http://japanhandball2019.com/
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  コラム: 商工観光労働部のＤＮＡ                      

  
狭い県庁ですが、各部にはそれぞれに色があり、ＤＮＡみたいに引き継がれています。 

 
ＤＮＡ１．「皿を割れ」 

商工観光労働部の活動を一言でいうと「民間活力の導入」です。予算が無くてもや
れるので、だんだん重要視されてきました。しかし、相手がいる話なので、見通しが
立たないことも多い。当然、慎重な県庁文化とぶつかります。そこで必要なのは知事
が言っている「皿を割れ」という精神です。私は商工部への応援メッセージだと思っ
ています。 

 
ＤＮＡ２．「選ばれる熊本」 
  誰かと付き合いたい時と同じです。ベストパートナーと思われるよう自分を磨きま
しょう。「熊本県と付き合うといいことがある。（儲かる。楽しい。役に立つ）」と相
手に思わせることです。人が寄ってきてなんぼの世界。宴会は楽しく。判りやすく見
やすい資料を作りましょう。動員をしないと集まらないような講演会はやめましょ
う。商工部に権威主義は似合いません。 

 
ＤＮＡ３．「恒業恒心」 

私の座右の銘です。恒心（震災でも助け合うようなこころ）を育てるような雇用の
場を地域に作るのが、我々の仕事です。一生懸命働いている両親の背中を見て育った
子供はいい子になります。環境が変われば、ビジネスモデルも変化していきます。真
面目に汗をかいている企業が地域に根づくように、恒業への目利き力を磨いてくださ
い。 

 
もう一つＤＮＡにしてもらいたいことがあります。「震災を天命とする志」です。 

震災は我々に何を残したでしょうか。『職員の自信（いろいろあったが、県庁職員は

頑張った）』、『企業からの信頼（何かの時にはやっぱり県は頼りになる）』は確実に強く

なりました。これは大きな成果です。しかし、熊本にとどまってのみ満足するのではな

く、被災した経験を次の被災地にプラスにして引き継ぐことができます。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

今後、本県が創造的復興を成功させる

ことで、さらに震災対策は充実します。

「不幸にして震災を受け、茫然としてい

る被災地の目標に熊本がなる。」大きな志

をＤＮＡに加えてください。 

 

３月末で退職します。大半を好きな商

工で仕事をさせてもらって、面白い県庁

生活でした。お世話になりました。 

 

平成３０年３月２６日 

商工観光労働部長 

     奥 薗 惣 幸 
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《「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 

                                         

mailto:shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

