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ト ピ ッ ク ス

★若者向け情報誌「ＷＡ－ＫＵＲＡＳ」第２号発刊！

「ワクワク、はたらく。ワクワク、くらす。
」をコンセプトに、熊本の魅力ある企業や暮ら
しやすさ等を伝える情報誌「ＷＡ－ＫＵＲＡＳ」
（わくらす）第２号が９月６日に発刊されま
した。
熊本県出身の漫画家・江口寿史さんのイラストが表紙を飾る第２号巻頭特集は、

「自分らしく、おもしろく。〝熊本で働くということ。
」
熊本で活躍する若手経営者やスポーツ選手等６人が、若者にエールを送っています。

<その他のコンテンツ>
●ホテルのオシゴト：ホテル業界の現場紹介
●キャンパスショット：熊本大学と熊本保健
科学大学へ通う大学生の日常
● CLUB PRESS（高校生部活動通信）
：鹿本高
校百人一首かるた部
●大学インフォメーション
など

<WA-KURAS の入手方法>
◎熊本日日新聞朝刊折込
◎県内の高校生：学校を通じて全員配布
◎大学、専門学校等：学食等に設置
◎熊本県庁新館 1 階情報プラザ

お問い合わせ先
商工観光労働部 商工政策課
（担当）野島
（T E L）０９６－３３３－２３１３
（E-mail）nojima-m-da@pref.kumamoto.lg.jp
▲目次へもどる
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お知らせ・募集

●ＲＩＳＴ創立３０周年記念シンポジウムのご案内！
くまもと技術革新・融合研究会（略称 RIST）は、この１０月に創立３０周年を迎えます。
この記念すべき年に当たり、本県で盛んな ICT/IoT や半導体産業におけるこれまでの歩み
から近年の動向までを取り上げ、
「ものづくりとスマートファクトリー」をテーマにシンポジ
ウムを開催します。皆様のご参加をお待ちしております。
１ 日時 平成３０年１０月１８日（木曜日）
シンポジウム 午後１時 から 午後５時１５分 まで
交流会 午後５時４０分 から 午後７時４０分 まで
２ 参加料
シンポジウム：無料 、交流会：有料（RIST 会員;2000 円、一般；4000 円）
３ 場所 ホテル日航熊本（熊本県熊本市中央区上通町 2-1）
４ 内容
(1) 講演
「RIST これまでの歩み」
RIST 元会長、熊本大学 名誉教授 村山 伸樹 氏
(2) 基調講演
「世界売上高シェア No.1 のイメージセンサー開発ヒストリーとスマートファクトリー」
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 前副社長 久留巣 敏郎 氏
(3) 招待講演
「製造業 ICT 活用の問題点と解決策」
平田機工株式会社 グローバル事業本部
IoT ｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長 神田橋 嗣充 氏
ほか
５ 申込方法
次のＵＲＬから､ＲＩＳＴホームページに掲載された「申込書」に必要事項を記入し､
１０月１２日までに、ＦＡＸ等でお申込みください。
http://www.rist.gr.jp/archives/event/1864

主催：くまもと技術革新・融合研究会（RIST）
、
（公財）くまもと産業支援財団
お問い合わせ先
ＲＩＳＴ事務局
「
（公財）くまもと産業支援財団 産学連携推進室」
TEL：０９６－２８６－３９２９
E-mail：rist@kmt-ti.or.jp
▲目次へもどる
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●熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナーを開催します!
熊本県では、県内企業の販路拡大や新商品開発等の新たな取組みへの挑戦に不可欠な「プ
ロフェッショナル人材※」の採用をサポートする「熊本県プロフェッショナル人材戦略事業」
に取組んでいます。
このたび、県内企業の成長戦略の実現を目的に、
「熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点
セミナー」を開催します。
独自の手法で業績をＶ字回復させた株式会社明屋書店 元代表取締役 小島氏の講演やプ
ロフェッショナル人材による事例発表など、企業の成長に繋がるヒントが盛りだくさんの内
容となっています。
皆様の参加をお待ちしています。

１ 日時：平成３０年１０月２２日(月曜日) 午後３時～午後６時
２ 会場：ホテル メルパルク熊本 ３F コンベンションホール「中岳」
熊本市中央区水道町１４－１ (TEL：０９６－３５５－６３１１)
３ 内容
講演１：中小企業にとって「経営革新」とは何から生まれるのか？
～【地方元気企業ランキング】日本一の秘密～
講師 小島 俊一 氏
元気ファクトリー 代表
株式会社明屋書店 元代表取締役
講演２：プロフェッショナル人材による新規事業への挑戦
講師：西里 和人 氏
エフ・ケー・ジーコーポレーション
株式会社福岡建設合材 企画・営業部長
４ 参加費：無料 (先着１００名様) ※お早めにお申込みください。
５ 申込方法：ホームページ（http://096prob.com）に掲載された「お申込みフォーム」
に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又はメールでお申込みください。
主 催：熊本県、熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点
後 援：一般社団法人熊本県工業連合会、熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会、
熊本県中小企業団体中央会、公益財団法人くまもと産業支援財団、くまもと技術
革新・融合研究会(RIST)
※プロフェッショナル人材とは・・・
新たな商品・サービスの開発、その販売の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの取組みを
通じて、企業等の成長戦略を具現化していけるキャリアや能力を有している方です。
例えば｢商社等において、海外での販路拡大｣､｢製造業において、技術開発や商品開発｣､｢サービス業に
おいて、サービス開発や新規店舗展開｣､｢営業のキャリアを生かし、新規顧客の開拓や販路拡大｣､｢工場長
等として、生産管理の現場を統括｣､｢会社役員等として経営改革（人事、組織、財務、IT）
」などの実績を
お持ちの方が該当すると思われますが、そのほかにも様々なキャリアが考えられます。
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お問い合わせ先
熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点
住所
熊本市中央区下通１丁目８－２２
ＪＴＢ熊本ビル６Ｆ
担当
大坪、上田
電話
０９６－３１９－５５６６
ＦＡＸ ０９６－３１９－５５６７
メール prob_info@096prob.com
▲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とした省エネセミナーを開催します。
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の紹介があります。
参加費は無料です。この機会にぜひご参加ください！
■■一般社団法人ヒューマンアンドエコロジー主催■■
１ 日時 平成３０年１０月２日（火曜日）
午後２時から午後４時まで
受付開始 午後１時３０分
２ 場所 くまもと県民交流館パレア １０階 会議室８
（熊本県熊本市中央区手取本町８－９）
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 申込み方法
一般社団法人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
書で、お申込みください。
５ 申込締切 平成３０年９月２８日（金曜日）
詳しくは、次のＵＲＬから一般社団法人ヒューマンアンドエコロジーホームページを
ご覧ください。
http://www.human-ecology.or.jp/

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
（T E L）０９６－３３３－２３２０
（E-mail）nagano-t@pref.kumamoto.lg.jp
▲目次へもどる
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●くまもと県民発電所として新エネルギー導入の事業可能性調査を行う
民間事業者を支援します！！
県民や県内事業者が参画し、県内の豊かな自然エネルギーを生かした発電事業を行うこと
で、県民や地域がその利益を享受できる仕組みが「くまもと県民発電所構想」です。
今回、県民発電所の設置を前提とした新エネルギー導入の事業可能性調査を行う民間事業
者等に対する支援事業を実施するにあたり、以下のとおり公募中です。

事業名

くまもと県民発電所事業可能性調査支援事業

補助対象事業

１０００ｋW 未満の小水力発電及び温泉熱発電事業に先立って行われる事
業可能性調査

補助対象者

県内企業や県内で活動する民間団体、これらが主体となった県外企業との
連合体等、熊本県内に事業等の拠点を置く事業主体で、県民発電所構想を
活用して新エネルギーの発電事業実施を考えている事業主体

補助対象経費

民間事業者等が行う新エネルギー導入に係る事業可能性調査に要する経
費

補助内容

事業費の２分の１以内

補助限度額１，５００千円 公募件数１件

応募期間
応募先

平成３０年９月１８日～１１月９日
熊本県エネルギー政策課

応募に必要な書類など、詳しくは、次のＵＲＬから県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_24927.htm

お問い合わせ先
新産業振興局 エネルギー政策課
（担当）泉、小森田
（T E L）０９６－３３３－２３２０
（E-mail）eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp
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●女子ハンドボールアジア選手権 熊本開催！！
今年、ジャカルタで開催されたアジア競技大会で、女子日本代表は惜しくも３位。
今大会では、頂点めざし、奮闘すること間違いなし。熊本で繰り広げられる、熱き戦いを
みんなで観戦して盛り上げていきましょう！
◎試合日程
平成３０年１１月３０日（金曜日）～平成３０年１２月９日（日曜日）
◎会場
八代市総合体育館、山鹿市総合体育館、熊本県立総合体育館
◎参加国
イラン、インド、オーストラリア、カザフスタン、韓国、シンガポール、中国、日本、
ニュージーランド、香港（１０カ国）
◎チケット販売開始時期
平成３０年１０月１日～
◎チケット価格（中学生以下無料）
・日本戦
大人

高校生

前売

当日

前売

当日

1,000

1,500

500

1,000

・3-4 位決定戦、準決勝、決勝
大人

高校生

前売

当日

前売

当日

2,000

3,000

1,000

1,500

＊日本戦が行われる日・決勝・準決勝・3-4 位決定戦以外の日は無料。
＊その他お得な通し券やプレミアムシートも用意しています。

★詳細は、大会公式ホームページへ

2019 女子ハンド

お問い合わせ先
熊本国際スポーツ大会推進事務局
（T E L）０９６－３３３－２５８３
▲目次へもどる
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検索
検
索

●2019 女子ハンドボール世界選手権大会 運営・語学ボランティア募集！
２４カ国の女子代表の中から世界一を決める大会です。
あなたも、大会の運営スタッフとして、世界大会の特別な
雰囲気を肌で感じてみませんか。
活動内容は１１種類、語学を生かせる活動もあります。
一緒に大会を盛り上げましょう！

募集概要
募集期間

平成３０年７月１８日（水）～１１月２０日（火）

活動期間

平成３１年１１月末～１２月１５日（日）頃

活動場所

熊本市内 / 八代市内 / 山鹿市内

種

運営ボランティア、語学ボランティア

類

活動内容

事務局補助、来賓対応、メディア対応、ボランティアセンター運営、
ファンゾーンイベント運営、競技運営、会場運営、案内業務、
ＡＤセンター運営、会場外の業務、医療関係等

募集要件

１５歳以上（平成３１年４月１日現在）、３日以上の活動等

募集区分

個人 / グループ（２人以上）/ 団体（教育機関、企業他）

報酬等

ユニフォーム、食事、記念品など

保

険

事務局で一括加入

研

修

有（配置別研修 1 回程度）

申込方法

大会公式ウェブページもしくは、応募用紙による郵送

※詳しくは、次のＵＲＬから大会公式ウェブページをご覧ください。
https://japanhandball2019.com/news/2018070607/

お問い合わせ先
2019 女子ハンドボール世界選手権大会組織委員会事務局
（熊本国際スポーツ大会推進事務局内）
ボランティア担当 TEL：０９６－３３３－２５５８
▲目次へもどる
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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
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