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夏目漱石

来熊一二〇年
記念

写真提供「新宿歴史博物館」

上熊本駅（旧池田駅）

くまもとの

熊本に赴任した漱石が降り立った

街角

駅。新幹線開通に伴い駅舎の一部が、
現在の熊本市電上熊本駅として移築
使用されており、大正ロマンの雰囲気
を残し、道路を挟んで向かいには、夏

【夏目漱石ゆかりの地】

目漱石の銅像があります。
■住所

熊本市西区上熊本2丁目18-8
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大江の家（夏目漱石第３旧居）

北千反畑の家（夏目漱石第６旧居）

夏目漱石の３番目の住まい。旧大江村（現熊本市）
にあっ

夏目漱石が熊本で暮らした最後の家。この家におよそ３ヶ月住

た漢詩人落合東郭の留守宅（主人が不在の家のこと）でし

まい、文部省の英国留学の辞令を受けて、熊本の地を後にしま

た。ここで生活をしていた明治30年の大晦日に同僚の山川

す。これまで、一般住宅として使用されており、内部の見学はで

信次郎と天水小天旅行、草枕の旅に出かけます。現在は、水

きません。

前寺に移築された熊本洋学校教師ジェーンズ邸と一緒の敷

■住所

地内に移築されています。
■住所

熊本市中央区北千反畑町

熊本市中央区水前寺公園22-16（ジェーンズ邸）
内部の見学はできません

今から１２０年前、明治の文豪、夏目漱石（本名・
金之助）
は、
２９歳で第五高等学校（現・熊本大学）
の英語教師となり、
熊本の地へ降り立ちました。熊本
で過ごした４年3ヶ月の間、漱石は夫となり、父となり、
教師として生徒達と交流し、
旅をして多くの俳句を詠

漱石の熊本での生活
４月

第五高等学校に着任

６月

光琳寺の家
（第１の家）
に転居、中根鏡子と結婚

９月

合羽町
（第２の家）
に転居

明治３０年
（1897）

みました。
そして後に熊本での体験が「草枕」や「二

９月

百十日」
を生み出します。

１０月 五高開校記念式で教員総代として祝詞を読む

平成２８年は漱石が熊本に来て１２０年、
誕生して
１５０年目となる節目の年です。漱石ゆかりの地への
来場者が増えたり、
熊本県内各地で漱石プロジェク
トが進行するなど様々な取り組みが行われています。
漱石は熊本に滞在した４年３ヶ月の間、
計６回も転
居しています。熊本市内にはそのうちの３箇所の旧
居が現存しており、各所には県内外からの漱石ファ

第五高等学校
（熊本大学五高記念館）

明治２９年
（1896）

大江の家
（第３の家）
に転居

１２月 山川信次郎と小天旅行

夏目漱石内坪井旧居（夏目漱石第５旧居）
夏目漱石が５番目に住んだ家で、
６回の転居の中で最も長い1年
8ヶ月暮らしました。長女筆子が誕生した家でもあり、敷地内には筆
子の産湯として使った井戸が残っています。鏡子夫人も「熊本で住
んだ家の中で一番良かった」
と語っていたほど、住み心地がよい家

明治３１年
（1898）

だったようです。現在は「夏目漱石内坪井旧居」
として一般公開され

４月

井川淵の家
（第４の家）
に転居

ています。

７月

内坪井の家
（第５の家）
に転居

■住所

１０月 俳句結社
「紫溟吟社」
を主宰する
明治３２年
（1899）
５月

長女筆子

８月

山川信次郎と阿蘇登山

誕生

ンが訪れています。
また滞在中には小天や阿蘇まで

明治３３年
（1900）

旅行にでかけるなど、
熊本県内各所に漱石ゆかりの

３月

北千反畑の家
（第６の家）
に転居

地が残っています。

６月

英語研究のため二年間の英国留学を命じられる

７月

熊本を出発

熊本市中央区内坪井町4-22

赤れんが造りの建物で、第五高等学校本館にあたり、漱石をはじ
めとした個性溢れる教師がここで教鞭をとりました。現在は熊本大
学五高記念館として一般公開されています。また大学の構内には、
漱石の銅像や句碑が建っています。
熊本市中央区黒髪2丁目40-1

■住所

■営業時間 10:00～16:00（入場は15：30まで）
■入園料

無料

■問合せ

096-342-2050（熊本大学五高記念館）

■定休日 火曜日、年末年始、その他不定期

■営業時間 9:30～16:30
■入園料

高校生以上 200円
小・中学生

100円

■問合せ 096-325-9127
■定休日 月曜日
（祝日の場合は翌日）
12/29～1/3

明治３６年
（1903）
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１月

英国より帰国

３月

第五高等学校を退職し、東京の第一高等学校講師となる。
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城下町熊本をゆっくり歩く旅ガイド

熊本名物やモノを熊本の人とふれあいながら
体験できるメニューです。
｢食べて・作って・遊んで・見て聞いて｣
メニュー
みてはいかがですか。

「くまもとさるく」では、ゆったりのんびり、熊本の情緒あふれる隠れた名所
を観光ボランティアガイドと巡ります。今回は、
今年で来熊１２０年をむかえる
夏目漱石に焦点を当て、熊本に
のこる漱石の軌跡をくまもと観光
親善大使がご紹介します。

全84

夏目漱石さるく～漱石ゆかりの地めぐり～
10

桜の馬場

9

城彩苑

優峰園フルーツランド

8

前田家別邸

夏目漱石内坪井旧居
旧居には、長女の産湯として使った井戸
や漱石直筆の原稿やレプリカ原稿、五高
時代の写真などを見ることができます。
漱石と猫のからくり人形は訪れる人を楽
しませてくれます。

7

草枕交流館

4

2

6

那古井館
（昼食）

5

石畳の道

4

峠の茶屋

昼食付き

3

上熊本
（夏目漱石銅像）

＋

夏目漱石内坪井旧居

ちょっぴり
プレゼント

2

桜の馬場 城彩苑
総合観光案内所

1

5

8

石畳の道
漱石も歩いたであろう石畳の道。竹林に囲まれ、苔む
した石畳は当時の面影をのこしています。
企画実施 九州産交ツーリズム㈱
観光庁長官登録旅行業第1802号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 福水秀章
〒860-0804
熊本市中央区辛島町5番1号日本生命熊本ビル1階

前田家別邸
「草枕」では「那古井の宿」として登場し
ました。夏目漱石が小天旅行の際、ここ
の離れに逗留しており、実際に漱石が宿
泊した離れと浴場が現存しています。

参加費

ガイド付き 14コース

くまもとさるく

申込み

検索

大人

500円 小中学生 250円

別途交通費
（市電、バス代）
、入場料等がかかるコースがございます。
前日１７
：
００までの予約が必要です。
下記までご連絡いただくか、
当協会HPからお申込み下さい。

1 いざ！熊本城へ

毎週金土
日月祝

毎週日 11 藩主ゆかりの寺院めぐり

毎週金土

2 城下町・こだわりの店めぐり

毎 週 土 7 熊本城・重要文化財さるく

毎週金土
日月祝

毎週土

3 温故知新のまちめぐり

毎 週日 8 水前寺さるく

毎週金土 13 くまもと恋と美女のご利益めぐり

毎週金土

毎週土日 14 城下町めぐり

毎週金土

6 五高と細川家の歴史さるく！

4 西日本最大級のアーケードをさるく 毎 週日 9 水辺の文学さんぽ路
5 くまもとのアメ横！？をさるく
問合せ先
申込み

毎 週 土 10 Ｔｈｅ！清正公さるく

【平日】
（受付時間8:30～17:00）
熊本国際観光コンベンション協会
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作ってみらんね

紅茶と緑茶の学び体験

簡単！ロウケツ染め体験

～ふだん飲んでいるお茶がもっと身近なものになる～
■実 施 日／土曜（５～６月、年末年始除く）
■場
所／ 直売所 茶の蔵 竹田
■料
金／１人1,000円
■受入時間／ 14:00～17:00
■所要時間／ 60分程度
■申
込／ 要予約（2日前まで）
■受入可能人数／ 最小１人～最大５人
■問合せ先／ 竹田製茶工場 0964-28-5701
熊本市南区城南町坂野2044

～染物の本格的な仕上がりに感動！～
■実 施 日／通年
■場
所／ 染物と宿の中島屋
■料
金／ ハンカチ1,000円、手ぬぐい1,500円、
Tシャツ3,000円、
スニーカー8,000円
■受入時間／ 9:00～、16:00～、19:00～
■所要時間／ 120分（Tシャツ、
スニーカーは乾燥まで含めて180分）
■申
込／ 要予約（当日は要相談）
■受入可能人数／ 最小１人～最大４人
■問合せ先／ 染物と宿の中島屋 096-202-2020
http：//nakashimaya.ikidane.com/
熊本市中央区新町2-11-6

峠の茶屋
草枕の一節「おいと声を掛
けたが返事がない」のくだ
りで知られる峠の茶屋のモ
デルとなったのは、
「鳥越の茶屋」または「野出の茶屋」
と
いわれています。鳥越の茶屋の近くは、峠の茶屋公園と
して整備されており、茅葺の茶屋資料館があります。

7

草枕交流館
「草枕」に関する歴史資料館・観光案内施
設。草枕と前田家との関わりを紹介する
パネルや映像を見ることができます。

食べてみらんね

12 川尻ぶらり旅

遊んでみらんね

見て聞いてみらんね

「自然遊びの達人」育成編！

ロアッソ熊本バックヤードツアー

～里山の自然の中で、思いっきり遊んで学ぶ～
（1月を除く）1回日曜日
■実 施 日／通年（厳冬期休み）※毎月
■場
所／うえき自然塾
■料
金／ 子ども100円～200円、大人200円～300円
■受入時間／ 9：00～14：00
■所要時間／ 約5時間
■申
込／ 要予約（活動日の7日前まで）
■受入可能人数／ 最少2人～最大100人程度
■問合せ先／ うえき自然塾事務局 096-272-3817
熊本市北区植木町岩野267-23

～Jリーグの試合運営の裏側を見学！～

■実 施 日／ホームゲーム開催日
■場
所／ 熊本県民総合運動公園陸上競技場
（うまかな・よかなスタジアム）
■料
金／１人3,000円
（小・中学生、高校生は1,500円、A席チケット代込み）
■受入時間／ キックオフ３時間前
■所要時間／ 30分程度
■申
込／ 要予約（14日前まで）
■受入可能人数／ 最小20人～最大50人（毎試合１団体）
■問合せ先／ ㈱アスリートクラブ熊本（ロアッソ熊本）096-283-1200
http://roasso-k.com 熊本市中央区神水2-10-10片岡ビル

毎週土日

【土日祝日】
（受付時間9:00～17:00）
TEL ０９６‒３５９‒１７８８ 桜の馬場城彩苑

総合観光案内所

TEL ０９６‒３２２‒５０６０
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おもてなし

上熊本商栄会
青年部 部長

ひらの

よしあき

平野 吉晃 さん

新旧がある街「上熊本」でモダンを楽しむ。
夏目漱石が第五高等学校（現 熊本大学五高
記念館）で英語教師として着任するために降り立
った池田駅（現 上熊本駅）。
自然豊かな風景を前
に、
「 熊本は森の都」
と口にしたとも伝えられていま
す。現在は、熊本市電上熊本駅前の駅舎として使
用。JR上熊本駅は2015年3月に工業デザイナー水

顔出しパネル

わが俳ポスト

おめかしした漱石先生

戸岡鋭治氏によって「森の都」
を表現した新駅舎
へ生まれ変わりました。
ヒノキ材をふんだんに使用し

今回、上熊本駅の駅舎が綺麗になったことで、
イベント

う予定です。当初は漱石が熊本に来た4月13日にお披露

た「和風モダン」な雰囲気に漂う、歴史と文化の

利用できそうなスペースができました。今後は駅周辺を

目できる様進めてまいりましたが、
スケジュール的に厳し

香り。
そんなロマンあふれる上熊本を親しんでもらお

もっと利用した、駅からの回遊性を促すような取り組みを

くなりましたので、秋の『草枕の駅コンサート』
までに完成

していきたいです。上熊本駅はJR、市電、電鉄があるアク

するように準備しています。

うと活動されている、
上熊本商栄会 青年部 部長
平野吉晃さんに話しを聞きました。

セスに便利な場所なのでそれを活かしていきたいです

おもてなしに必要なのは見る
（景観）食べる
（グルメ）
ふ

ね。それこそ、合志・川尻・新町・健軍といった路線で繋がる

れる
（体験）
だと思っています。上熊本は、旧駅舎の眺めや

撮影してもらいたいですね。また、漱石はおしゃれな方だ

エリアの若い方々とも、情報交換しながら盛り上げていき

わが輩通りの街並みなど景観はいいですし、おいしいお

上熊本商栄会は、街づくりの一環として以前から夏目

ったという事で、
イベントの時には漱石の銅像にスーツを

たいと考えます。

店もあります。少しずつですが、体験もみんなでいろいろ

漱石関連の活動を行っており、それを引き継ぐ形で4年

着せたりもしています。採寸してオーダーして作ったスー

前から活動に参加しています。活動の基本は「ゆる～く、

ツです。着物バージョンもあり、その時々に合わせて着せ

たのしく」。夏目漱石を文豪という枠で囲むと、
どうしても

ています。自分達が楽しいと思うことだからこそ、継続し

イメージが堅苦しくなりがちですので、漱石入門みたい

て活動するための秘訣です。

活動はゆる～く、たのしく

な形で、漱石に親しみながら、楽しく知ってもらいたいと

考えていきたいですね。今年、来年の夏目漱石記念年（来

待ち時間を楽しめる仕組みづくり
大喜利を商店等でやってみたいです。例えば、各店舗
にちなんだお題で「あったらいいなあー。こんな○○○」

活動内容は、20会員のうち10名ほどで月1回の定例

等を書いて写真をとってもらって、
メールで送るような仕

会議を開きながら決めています。顔出しパネルクーポン

組みで、料理をオーダーしてからの待ち時間などをうまく

JR上熊本駅内に設置している漱石の顔出しパネルも

や猫の名付け親募集など、皆さんに体験、参加していた

利用できないかと考えています。またそうすることで、収

そのひとつです。駅に降り立ったらぜひ漱石気分で写真

だけるようなイベントを意識しています。また、毎月第4

集した情報はニーズ調査にも役立ちます。

思います。

熊120年、生誕150年）は、新旧が融合する街で漱石気
分でゆっくり楽しんでもらえる遊びのあるまちづくりを心
がけていきたいです。

日曜日の清掃活動や次回32回目を迎える｢草枕の駅コ
ンサート｣も恒例行事の一つです。

上熊本らしさ、漱石カラーを大切に
上熊本にとっては、夏目漱石カラーはこれからも大事

上熊本の利便を生かす
どこでも同じ悩みでしょうが、若手が少ないのと、予算
面での課題はあります。また、上熊本の弱いところとし
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です。今後は特産品の産出を進めたいですね。お土産品
だったり面白いネーミングだったり、そういった取り組み
に力をいれていきたいと思います。

て、良い素材はあるけれどもそれを上手く使いこなせて

漱石ロゴマークも会員でつくり、色んなものに活用し

いない、イベントの際に大きな広場がないといった部分

親しんでいただいています。今年は、夏目漱石ソングを女

もあります。今後はそのあたりの強化が必要です。

子小学生熊本応援バンド「ブックベア」さんに歌ってもら
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コンベンション誘致活動レポート

第９回アジア認知症学会

観光コンベンション課では、各種学会や組織団体の大会などのコンベンション、スポーツ大会やスポーツキャン
※

プなどMICEの誘致に取り組んでいます。このページでは、その活動についてご紹介します。

期 日 平成２７年９月１４日～９月１６日
会

場 ＫＫＲホテル熊本

参

加 ６２０名

主

催

パラリンピック競技
「車いすフェンシング」
の
デモンストレーションを実施しました！

熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学分野

当協会では、2020年東京パラリンピック大会を見据え、各競技の各国代表チームのキャンプ誘致を行っています。

今回、
アジア認知症学会（ASAD）
を開催させていただきまし
た。学会は９回目を数えますが、我が国での開催は初めてです。
この学会はアジアにおける認知症の臨床、研究の質を高め、世

この度NPO法人日本車いすフェンシング協会所属の日本代表選手によるデモンストレーションが熊本で開催されま
した。これは競技の知名度向上と選手発掘を目的として行われたもので、当日は「県民スポーツの日

ふれあいスポ

ーツ」
と同時開催ということもあり、多くの方にご来場いただきました。迫力ある対戦を間近でご覧いただくだけでな

界に発信していくことを目的とし、本大会でも”
New research

く、実際に器具を付けての体験もお楽しみいただき、車いすフェンシングの魅力を直接感じていただけたのではない

horizons for dementia in Asia”
のスローガンを掲げ、認知

でしょうか。

症の先端分野の内容を多く取り上げました。認知症性疾患に関

車いすフェンシング日本代表には熊本県出身の藤田道宣選手の他、熊本に縁のある選手も多く、今後の世界での活

して、遺伝や症候論、脳画像、治療法など幅広く討論し、認知症

躍が期待されています。
（平成27年10月12日 パークドーム熊本）

の地域連携については特に重点をおきました。参加者はアジア
各国から600人を超え、非常に活発な交流がなされました。
大会長

池田 学（熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学分野教授）

第9回日本禁煙学会学術総会
期 日 平成27年11月21日～22日
会

場

市民会館崇城大学ホール
熊本市国際交流会館

参

加

1,058名

主

催

一般社団法人日本禁煙学会

学会・大会の誘致を行っています！
コンベンション誘致支援班の竹内将人です。首都圏や関西の学会本部や地元のキーパーソンの皆様を
訪問し、熊本での会議開催へ向けた誘致活動を行っております。
学会、会議、大会の開催に関するご相談がありましたら、
お気軽に私、竹内までご連絡ください。

くまもと禁煙推進フォーラムが事務局となり、
「喫煙と生活習慣病－タバコとNCD－」をテーマとした第9回日本禁煙
学会学術総会を開催致しました。国連はNCD
（non-communicable disease、非感染性疾患）対策の推進を採択して
います。①喫煙、②不健康な食事、③運動不足、④アルコールの有害使用の4つが、
がん、脳卒中や心疾患などの循環器
疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患といった疾患を引き起こします。喫煙は全てに関係します。カリフォルニア大学の
S.Glantz教授、世界保健機関からD. Fu先生をお招きし、全国から多くの方のご参加をいただきました。特別企画、禁煙
治療セミナー、市民公開講座など、禁煙学を多面的に学び、活発な討議がなされました。お蔭様で成功裏に学会を終え
ることができました。ご支援をいただきました
（一財）熊本国際観光コンベンション協会に心からお礼を申し上げ、報告と
させていただきます。
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事務局 高野 義久（たかの呼吸器科内科クリニック院長）

観光コンベンション課

096-359-1788

※
「MICE」
とは、企業等の会議
（Meeting）
、企業等の行う報奨・研修旅行
（Incentive Travel）
、学会等が行う会議
（Convention）
、
展示会・見本市等
（Exhibition/Event）
の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるイベントなどの総称です。

コンベンションやスポーツキャンプなど、誘致対象となる案件がありましたら、情報をお寄せください！
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支援企業一覧

（仮称）
熊本城ホール
（ＭＩＣＥ施設）
のご案内
熊本市では、平成３０年度の完成を目指して、学会・大会やコンサート、展示会などが開催できる
（仮称）
熊本城ホールの整
備が進められています。
この施設は、メインホール、多目的ホール、展示・イベントホール、大小会議室を備えており、この内、多目的ホールには
750席の可動・仮設席、防振・遮音構造、照明・音響設備が導入される予定です。
このことにより多目的ホールは、平面利用による国際会議やレセプション、各種イベント、展示会はもちろんのこと、可動・

は出捐企業

宿泊施設

九州旅客鉄道
（株）
熊本支社

096-352-0818

フタバ九州（株）

アークホテル熊本城前

096-351-2222

九商フェリー(株)

0957-65-0456

舞台美術

Ｒ＆Ｂホテル熊本下通

096-356-7272

熊本空港ビルディング
（株）

096-232-2311

阿蘇熊本空港ホテルエミナース

096-286-1111

熊本タクシー㈱くまもとチャーターキャブセンター

096-379-8182

阿蘇の司ビラパークホテル

0967-34-0811

熊本電気鉄道
（株）

096-343-2526

（有）
アートペーパー

096-326-3777

阿蘇リゾートグランヴィリオホテル

0967-35-2111

熊本バス
（株）

096-370-8181

（有）
ウルトラハウス

096-354-3822

熊本フェリー
（株）

096-311-4330

096-324-3131

（有）
吉本美術

096-364-1852

印刷・出版

エース出版(株）

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

096-354-2111

仮設席を利用したコンサート、講演会、セミナーなどにも対応できる、まさしく多目的なホールとして、多くの皆様に利用し

アパホテル(熊本交通センター南)

産交タクシー
096-323-8111 （株）

かもめ印刷
096-355-7111 （株）

ていただけることと思います。

菊南温泉ユウベルホテル

シークルーズ
096-344-5600 （株）

0969-56-2458

（株）
カラーズプランニング

096-213-1505

熊本グリーンホテル

ソラシドエア
096-325-2222 （株）

096-233-1057

（株）
熊本リビング新聞社

096-359-3311

多目的ホールの利用例

平面による利用

可動席・仮設席設置による利用

コンサート利用

096-381-6221

全日本空輸
（株）
熊本支店

096-322-5351

（株）
啓文社

096-368-8100

（一財）
熊本テルサ

096-387-7777

日本航空
（株）
熊本支店

096-355-3170

（株）
サンマーク

096-371-3771

096-322-0109

日本通運
（株）
熊本支店

096-387-8777

（株）
城野印刷所

096-286-3366

096-326-3311

ヤマト運輸
（株）
下通支店

096-351-0125

（株）
熊本ホテルキャッスル
熊本ワシントンホテルプラザ
（ワシントンホテル
（株）
）

熊本市及びその周辺地域の会議施設などで開催されるコンベンションを対象に、以下のような支援・助成制度を設けて
おります。会議・大会、
スポーツ大会など開催の際には是非ご活用ください。

◆コンベンション開催助成制度（最高１００万円）
【助成対象】九州大会規模以上、
かつ県外からの参加者及び県外からの熊本市内宿泊
者が３０名以上のコンベンション
（大会・学会・会議等）
。
【助成金額】大会規模、
内容により当協会の審査により決定します。
※ 一企業がその社員のみを対象とするものは助成の対象となりません。
※ 助成額は開催費用総額
（参加者負担の懇親会費等を除く）
の２０％を上限とします。
※ 参加者名簿又は宿泊施設が発行する宿泊者数証明書の提出が必要となります。

◆スポーツコンベンション開催助成制度（最高７８万円）
【助成対象】大会参加者・関係者が熊本市内に宿泊し、九州大会規模以上のもの。
【助成金額】 県外からの延べ宿泊者数 100～299名

300～599名

助成額

10万円

5万円

600～899名

900～1,199名 1,200～1,499名 1,500～1,999名

15万円

20万円

35万円

50万円

2,000名～
65万円

※ 大会規模により下記限度額が定められています。但し、
宿泊者数が２，
０００名を超える場合は、
特例として限度額は適用されません。

【助成限度額】 九州大会：１５万円、
西日本大会：
３０万円、
全国大会：
５０万円
※ 平日の延べ宿泊者数が、
１，
０００名以上の場合、
上記助成金額に２０％を乗じた額を加算します。
※ 宿泊施設が発行する宿泊者数証明書の提出が必要となります。

◆スポーツキャンプ助成制度（最高５０万円※プロチームの場合）

（株）
ダイケン

096-242-5111

（株）
太陽社

096-366-1251

096-352-5101

九州産交ツーリズム（株）

ＫＫＲホテル熊本

096-355-0121 （株）近畿日本ツーリスト九州 熊本支店

096-325-4891

Guest House ティガ

サンワールド九州
096-273-6797 （株）

096-288-3730

中央印刷紙工
（株）

096-354-4191

心乃間間
（(株)藤江旅館）

ＪＴＢ九州 熊本支店
0967-67-2411 （株）

096-322-4115

西窪企画

089-941-6008

小松屋渚館

ＴＥＡＭ
0964-59-0111 （株）

096-237-6763

（株）
フォーカス

096-345-6209

コンフォートホテル熊本新市街

096-211-8411

東武トップツアーズ
（株）

096-354-5765

（株）
碧水社

03-3294-3101

ＪＲ九州ホテル熊本（ＪＲ九州ホテルズ(株)）

096-354-8000

トスインターナショナル
（株）

096-288-2891

スーパーホテルＬｏｈａｓ熊本天然温泉

日専連ツアーズ
096-351-9000 （株）

096-326-1611

（株）
ポルト

096-321-7788

染物と宿の中島屋

日本旅行 熊本支店
096-202-2020 （株）

096-354-4488

（株）
マインド

096-324-7600

天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本

096-354-4351

（株）
リーバン

03-3390-515１

ホープ印刷
（株）

096-311-5489

名鉄観光サービス(株)熊本支店

東横イン熊本駅前

096-351-1045

イベント・広告代理

東横イン熊本交通センター前

ＲＫＫメディアプランニング
096-322-1045 （株）

096-351-3811

東横イン熊本城通町筋

アドルーム
096-325-1045 （株）

096-369-8494

東横イン熊本新市街

096-324-1045

ネストホテル熊本

熊日広告社
096-322-3911 （株）

096-327-3161

火の国ハイツ

コングレ九州支社
096-380-3305 （株）

092-716-7116

(株)ホテルサンルート熊本

コンベンションサポート九州
096-322-2211 （株）

096-373-9188

弁当・ケータリング

ホテル ＳＬＯＷ 水前寺

サウンド九州
096-383-8410 （株）

(有)アワーハウス

096-338-0500

各種レンタル

096-322-1939

熊本日産観光（株）

096-324-6363

（株）
トヨタレンタリース熊本

096-388-7171

警備・ビル管理
九州警備保障
（株）

096-383-4111

（有）
九州ビルメンテナンス社

096-329-4159

096-329-0955

（有）
Ｆ-ＢＯＸ池田屋

096-346-8828

096-211-1526

サンコー・コミュニケーションズ（株）

096-355-3381

（有）
音羽家

096-354-2345

ホテルニューオータニ熊本

096-326-1111

ＪＲ九州エージェンシー（株）熊本支店

096-359-7918

（株）
亀井ランチ

096-212-0011

ＨＯＴＥＬピースフル
（
（株）
三祐）

ジャンクプランニング
096-388-1188 （株）

096-381-6001

（株）
味春

096-360-0023

ホテル法華クラブ熊本

096-322-5001

ホテル本陣

ツカサ創研
096-354-9191 （株）

096-235-2351

ホテルルートイン熊本駅前

電通九州熊本支社
096-325-6511 （株）

096-355-5351 （(株)テイクアンドギヴ・ニーズ）

松屋別館

西広熊本支社
096-213-1331 （株）

096-355-3161

ホテル日航熊本（くまもと新世紀（株））

綜合企画
（株）

096-346-1711

熊延観光
（株）

096-378-4294

ホール等
アーフェリーク迎賓館

熊本

096-312-8620

報道関係

花のキレイ舎
096-353-1241 （株）

096-354-2535

ＮＨＫ熊本放送局

096-326-8203

三井ガーデンホテル熊本

ピクチャーズカンパニー
096-352-1131 （有）

096-311-5415

（株）
エフエム熊本

096-353-3131

（資）
丸小ホテル

096-247-6050

熊本朝日放送（株）

096-359-1111

マックスファイブ
096-340-0727 （株）

096-311-1874

（株）
熊本県民テレビ

096-363-6111

ミスタープロデュース
096-312-3511 （株）

096-275-2030

（株）
熊本シティエフエム

096-323-6611

（株）
熊本日日新聞社

096-361-3111

（株）
熊本放送

096-328-5511

（株）
テレビ熊本

096-354-3411

湧泉の宿

【助成金額】参加者１人当たり１，
０００円に宿泊日数を乗じた額
（限度額１０万円）

リッチモンドホテル熊本新市街
リバーサイドホテル熊本（(株)リバーサイド）

096-355-3110

旅亭

096-381-1331 （株）風土＆フードデザイン ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ

○ 熊本市、
熊本県及び熊本県観光連盟から開催助成を受けているもの、
政治・宗教的活動を目的とするもの、
公序良俗に反するも
の等は助成対象となりません。
○ 各助成制度の利用には必ず事前申請
（開催１ヶ月前まで）
が必要となります。
○ 助成制度は平成28年度のものです。今後予告なく変更することがあります。

096-370-1400

096-325-8240

096-355-0410

096-355-6310

【各助成制度・支援制度共通条件】

096-362-1255

熊本 和数奇 司館

メルパルク熊本

※ 宿泊施設が発行する宿泊者数証明書が必要となります。

白木メディア(株）
（株）
ゼンリン 熊本営業所

旅行業

【助成対象】県外のアマチュアスポーツ団体が実施するキャンプで２０名以上の参加があり、
かつ熊本市内で２日以上宿泊するもの。
※ プロ選手のキャンプを対象とした助成制度もあります。

096-279-3440

（一財）
熊本県青年会館

熊本東急REIホテル

コンベンション開催等支援制度のご案内

096-339-8555

藻乃花

松屋本館

Suizenji

交通・運輸
九州産業交通ホールディングス（株）

フラッグス
（株）

プランニング
096-354-0773

看板・装飾・設営
エイワ
096-325-8229 （株）

九州産交運輸
（株）

096-377-2135

九州産交観光(株)

彩美堂
096-325-0557 （資）

熊本市広告美術協同組合

096-367-6677

料飲・食事

096-370-5591

青柳
（
（有）親和商事）

096-353-0311

096-363-2222

味千ラーメンチェーン本部 重光産業(株)

096-389-7111

この他にも様々な助成制度をご用意しております。詳細は観光コンベンション課へお問合せください。
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味処 お川

096-353-2393

（株）天草海食まるけん

料理方秘

096-237-7507

神の水

096-358-3300 （有）
若松屋

096-357-9020

ウイスキーキャット

096-356-2818

和食・郷土料理

096-322-8537

縁ーえにしー

096-351-0824

食品製造・販売

お好み焼本舗

熊本近見店

割烹居酒家 魚河岸 番屋（恵比寿物産㈱）

太閤

（株）
ホームセンターサンコー

各種製造・卸・小売
（株）
ＡＱＵＡ
(株)アパレル福屋
（株）アペックス西日本 南九州支社

096-367-5914

グリーンランドリゾート
（株）

0968-66-3441

（公社）
熊本県観光連盟

096-382-2660

045-478-2158

堀金箔粉
（株）

075-231-5357

(公財)島田美術館

096-352-4597

熊本県経済農業協同組合連合会（ＪＡ熊本経済連）

096-300-1183

096-326-0311

本田技研工業
（株）
熊本製作所

096-293-1111 （宗）
高橋稲荷神社

096-329-8004

熊本県酒造組合連合会

096-354-4888

096-380-0666

（株）
松本企画

096-288-5880 （宗）
藤崎八旛宮

096-343-1543

熊本県商工会連合会

096-325-5161

（株）
丸菱

096-319-2931

アサヒ飲料
（株）
九州支社

092-414-3311

石川玩具（株）

03-3624-4141

096-286-1500 （宗）
本妙寺

096-354-1411

熊本県鮨商生活衛生同業組合

096-385-8710

096-319-1777

アサヒビール(株)熊本支社

096-352-3800

(株)イズミック熊本支店

096-288-2288

(株)丸本本店

096-326-0123

優峰園フルーツランド

096-277-2518

熊本県石油商業組合

096-285-3355

06-6384-5921

まるや商事(株)

096-235-6121

金融・保険

（公財）
熊本県体育協会

096-388-1581

あいおいニッセイ同和損害保険（株）熊本支店

（社）
熊本県タクシー協会

096-368-4101

割烹居酒家 写楽（恵比寿物産㈱） 096-311-5050 （株）
阿蘇ナチュラル・Jファーム

0967-67-4186

郷土・海鮮 肥後の陣屋（恵比寿物産㈱） 096-211-1414 （株）
いきなりやわたなべ

096-346-0247

大塚製薬（株）
熊本支店

096-359-1808

(有)未来

096-363-0919

郷土料理

096-227-2222

小笠原商店

096-386-7507

ヤエックス
（株）

052-501-0020 （株）
エヌシーくまもと

096-343-1234

熊本県中小企業団体中央会

096-325-3255

096-322-3433

（名）加藤紙店

096-354-5423

熊青西九州青果
（株）

096-323-2611

096-366-7111

熊本県農業協同組合中央会

096-328-1000

（株）金田花火

(一社)熊本県バス協会

096-352-9694

五郎八
（（有）
五郎八）

くまＢＡＲ
（（資）
鳥越商店）

096-321-8880

イケダ食品
（株）

0966-22-2375 （株）
エフ・エフ恵

一ら久食品

熊本城酒場むしゃんよか ＥＳＱＵＩＮＡ

096-322-5353 （株）
オオツカ

096-388-3230

熊本ラーメン 赤のれん

096-322-9662 （資）
お茶の三翆園

0966-23-2848

熊本炉端

096-354-8911 （株）
菊池食品
096-363-2626

安坐

クラブ 志保
（
（有）
志保企画）
GRILL

de

GYAN

(株)木村甲佐工場

（株）
エヌ・ビー・シー

096-245-0444

096-245-2347 （株）
熊本銀行

096-385-1145

（有）
カマノ商会

096-352-6914

（株）
レイメイ藤井

096-328-6154

熊本県信用組合

096-353-1200

0967-34-0301

（株）
カメイホールディングス

096-326-1094

土産物・特産品製造・販売

熊本信用金庫

096-326-2211

熊本県ホテル協会

096-355-3110

096-234-1110

（株）川上酒店

096-326-1568

阿蘇焼窯元

熊本第一信用金庫

096-355-6111

熊本県酪農業協同組合連合会

096-388-3511

熊本県料理業生活衛生同業組合
（うなぎのとくなが近見店）

096-326-0055

072-729-2185

熊本中央信用金庫

096-366-1111

（株）
キュート販売

045-620-3910

アルプスメダル

096-352-6837

東京海上日動火災保険（株）熊本支店

096-372-6111

熊本県レンタカー協会

096-367-3675

（株）銀染

096-322-7315

(株)岩田コーポレーション

096-245-5211 （株）
日専連ファイナンス

096-324-4793

熊本個人タクシー事業協同組合

096-389-4186

（株）熊本県教科書供給所

096-344-3831

(株)上野デリック

096-364-2673 （株）
肥後銀行

096-326-8609

熊本市飲食業生活衛生同業組合

096-381-6420

096-353-6554

（有）
川津刃物卸店

熊本市観光旅館ホテル協同組合

096-353-2897

熊本市下通二番街商店街振興組合

096-352-3377

憲Ｑ百

096-356-5075

熊本乳業
（株）

096-380-1511

源ＺＯ－ＮＥ

096-352-5187

熊本ヤクルト
（株）

096-357-8960

現代和食

096-352-6786

熊本ワイン
（株）

096-275-2277

グリーンファーム松岡

096-338-1237

熊本石油（株）
熊本大同青果（株）

096-323-2500

096-352-7177

黒亭

096-352-1648 （株）
弘乳舎

096-344-7211

096-355-1041

熊本駅前店

096-353-1168

(有)アルプスメダル

096-355-1221

紅蘭亭

0967-67-1230

（一社）
熊本県物産振興協会

096-323-2204

熊本製粉
（株）

黒龍紅

熊本県本部

（有）
ヨシダヤ

096-352-8821

笑う門

九州労働金庫

096-353-3491

九州中央魚市（株）

096-380-3261

税務・会計

清正製菓
（株）

096-275-2300

税理士法人

基幹サービス業

近代経営

096-227-6000

096-379-4811

(有)黒川商店

096-359-0072

三洋産業社

043-278-2081

熊本市下通三番街商店街振興組合

096-352-3377

こむらさき
（熊本ラーメン(株)）

096-351-5523 （株）
古今堂

0967-67-3123

（株）
くろちく

075-256-9393

ＪＲ九州ビルマネジメント（株）えきマチ1丁目熊本

096-353-5427 （株）
岩永組

096-372-3333

熊本市下通四番街商店街振興組合

096-352-3377

ジェイアンドジェイ

096-323-4585

サントリー酒類（株）熊本支店

096-359-7711

096-377-5682

(資)シガキ食品

0964-22-0139

(株)エヌ・アイ・ケイ

096-320-9588

熊本市下通新天街商店街振興組合

096-352-3377

酒肴 フクヤマ

096-354-2290

サントリービバレッジサービス(株）九州営業本部

096-355-4511

（有）
コデラ

096-377-2300

下田商店

食家

096-327-2231

瑞鷹(株)

096-357-9671

金剛（株）

096-355-1111

（株）
正観寺

螢

城見櫓（共和観光
（株）
）
寿司・活魚料理

天草
（（有）
天草）

コカ・コーラウエストベンディング（株）

国分九州（株）

096-356-1146 （株）
杉養蜂園

096-245-5538

（株）佐々木商店

096-325-6444

0966-22-3207

（有）佐藤商会

繊月酒造(株)

Second Sight

096-352-7177（事務所） （株）
千興ファーム

096-282-7682

創作料理

三英貿易（株）

0967-32-1331

九州電力
（株）

096-386-2200

熊本市社交飲食業組合

096-352-8981

丸宝

0968-25-3721

(株)九電工熊本支店

096-366-2151

熊本市新市街商店街振興組合

096-356-3877

075-311-3669

(有)ダウンタウンアートカンパニー浅草屋

096-354-1944

(株)熊本計算センター

096-383-3384

（一社）
熊本市造園建設業協会

096-352-8222

096-372-3100

宝物産(株)

096-349-7910

(株)熊本流通情報センター

096-377-2055

（一社）
熊本市タクシー協会

096-365-6633

03-3556-7789

（株）
たまだ

0969-23-1201

西部ガス
（株）

096-370-8611

（一社）
熊本市物産振興協会

096-352-6200

西部電気工業
（株）

096-351-9400 （有）
そのや

096-380-6175

（株）
サンコー熊本営業所

096-380-1211

（資）
竹士蒲鉾商店(不動ちくわ)

0964-28-2038

096-344-1111

熊本市遊技業協同組合

096-383-1717

Ｄｉ
ｎ
ｉ
ｎｇ 伍乃４０

096-319-5477 （有）
大同食品

0968-71-1255

（株）
ジー・ウェイブ九州営業所

096-285-7351

（株）
寅家

0966-23-2432 （株）
建吉組

096-343-1111

企業組合 熊本城観光土産品販売所

096-353-4216

ダイニング 六花

096-351-2250 （合）
高田酒造場

0966-45-0200

佳昇

ちきゅうや喫茶室

080-3984-4010

chocolate ＆ cocktail BAR Septy Glass

096-352-8010 （有）
長寿庵

096-288-2106

鉄板焼・お好み焼

096-356-2905

096-370-0066

0966-42-2366

高橋酒造
（株）

農事組合法人 下村婦人会市房漬加工組合
ジャパンステージ
（株）
（株）ジャパンビバレッジ九州 熊本営業所

0966-43-3827

日本観光商事
（株）

0133-73-1001

西日本システム建設
（株）

096-285-1111

熊本商工会議所

096-354-6688

0964-28-0170

(有)橋本漆芸

073-482-7630

西日本電信電話
（株）
熊本支店

096-321-3250

熊本城桜の馬場リテール
（株）

096-288-5577

096-213-5511

原商店

0943-24-5258 （株）
パスート２４

096-325-6680

熊本市旅館ホテル組合

096-353-2897

096-384-1111

熊本青果食品商業協同組合

096-323-2721

(一社)熊本青年会議所

096-352-6655

熊本邦舞協会

096-223-5146

096-285-7563

(有)肥後観光工芸

096-381-3400 （株）
増永組

096-351-4129 （株）
恒松酒造本店

0966-42-2381

（株）
シロヤパリガン

096-355-3111

(有)肥後特産

096-273-0048

各種学校

096-323-6068

(株)伝承の館

096-354-8469

（有）
スターカメラ

096-356-2025

(有)福田屋

096-272-0234

熊本学園大学

096-364-5161

（株）徳一

096-345-3830

西日本食品工業
（株）

096-378-5161

（株）
スピリッツ

092-408-6000

(株)藤二誠

096-289-1230

熊本大学

096-344-2111

（協組）くまもと名産会

096-352-6200

（有）仲むら

096-351-0535 （株）
農業法人

0968-82-3366

大海水産（株）

096-323-2111

(株)フジバンビ

096-245-5350

崇城大学

096-326-3111

サクセスリンク
（株）

0968-75-2555

096-288-0811

(株)タカハシ

072-330-6991

(株)ほがや

096-293-1233 （学）
東海大学

096-382-1141

ＪＴＢ九州観光ネットワーク推進協議会 熊本地区会

096-354-5054

096-344-3211

史跡健軍八丁馬場保存会

096-368-2633

水前寺公園商店会

096-381-7411

水前寺公園内商店組合

096-381-9302

大ちゃん

鉄板焼ステーキしゃぶしゃぶ佳紋
tutti

中山酒店 シャワー通り店

096-354-1839

通宝海苔
（株）

明るい農村天水

橋本醤油
（資）

小代焼たけみや窯 近重治太郎（有）

九州営業所

東海大学

0968-34-2055

（株）
テイクオフ

092-407-7694

(有)マサミ金属工芸

馬肉郷土料理けんぞう

096-356-8775 （株）
華まる堂

096-288-3212

東光石油（株）

096-366-4101

(株)松ノ屋本店

096-389-1011 （株）
鶴屋百貨店

馬肉料理

菅乃屋

上通店

096-355-3558

096-329-7111

(有)トータルサポート サクラス

096-334-3328

(有）
的石商店

096-354-0036

各種団体

馬肉料理

菅乃屋

西原店

096-359-0206

(株)光助

096-324-4488

阿蘇市観光協会

0967-32-1960

（一社）
玉名観光協会

0968-72-5313

西日本ビバレッジ
（株）熊本支店

096-377-2228

文化観光施設

植木温泉観光旅館組合

096-274-6830

（協組）
日専連熊本会

096-322-4321

西唐人町

いろは屋

096-354-9331

花の香酒造
（株）

濱田醤油
（株）

（株）ナガタニヤ

百貨店・スーパー
096-327-3679

096-286-0268 （株）
肥後そう川

096-234-0015

（有）
はや川

096-352-1967 （株）
ヒライ

096-324-3666

（有）七彩

096-277-1237 （有）
富喜製麺所

096-286-0020

西日本ビバレッジ
（株）

096-311-3902

（宗）
出水神社

096-383-0074 （一財）
化学及血清療法研究所

096-344-1211

（一社）日本自動車販売協会連合会熊本県支部

096-365-0638

（株）火の国

096-353-1592

0966-42-2008

日東冷菓(有)

096-319-4555

（宗）
岩戸観音 雲巌禅寺

096-329-8854

096-353-1638

（一社）
人吉温泉観光協会

0966-22-1370

（株）瑞恵

096-312-8060 （株）
フタバ

096-356-3488

ネオス(株)

096-289-5511

（株）
エル・パティオ牧場

房の露
（株）

上通商栄会

0967-22-3861 （一社）
菊池観光協会

0968-25-0513

（株）
フードパル熊本

096-245-5630

096-352-7316

くまもと植木市振興会

096-324-1541

（株）
まちづくり熊本

096-354-6688

096-273-2544

熊本観光銘菓協会（お菓子の香梅） 096-366-5151

山鹿温泉観光協会

0968-43-2952

水戸黄門

096-325-8947

096-338-1100

(株)ハウディ

096-377-2111

加藤神社

(有)むつ五郎

096-356-6256 （有）
村上カラシレンコン店

096-353-6795

肥後玩具(有)

096-324-3155

（株）
吉次園

最中×最中乃仲

096-354-3488

森からし蓮根(有)

096-351-0001

（株）FOUND2

044-750-7793

(一財）
熊本県伝統工芸館

096-324-4930

熊本県花き園芸農業協同組合

096-357-8700

ふくとく大成（株）

096-355-0331

熊本産業文化振興(株)

096-286-8000

熊本県花き事業協同組合

096-379-1187

ホシサン
（株）

ＹＯＫＯＢＡＣＨＩ

096-351-4581

(有)山一食品

0967-34-1673

料亭

096-352-5171 （株）
山内本店

096-232-3300

(有)フリックス

092-503-2728

096-387-0300

096-293-2456

（株）古荘本店

096-355-3311

新茶家（
（資）
志満村）

りょうり亭

多喜加和
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綿屋製菓
（有）

新賛助会員のご紹介
（株）
アートペーパー 縁ーえにしー Guest Houseティガ
中山酒店シャワー通り店 （株）
肥後そう川 （株）
ポルト
平成２8年3月1日までに入会いただいた会員様です。

賛助会員募集中！
当協会は、
各種観光・コンベンションを誘致・支援することによって地域経済の活性化、
観光文化の向上
などを目的とした協会です。
観光・コンベンションの振興を応援してくださる方々を募集しています。
【会 費】
年間一口２万円
（一口以上）詳しくは、
総務課までお尋ねください。
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EVENT GUIDE

くまもとのよかとこ案内します！
熊本の豊かな自然・歴史・文化などをアマチュアならではの素朴さと人情を交えて観光ボランティアガイドがご案内します。

くまもとよかとこ案内人の会
ＴＥＬ０９６－３５６－２３３３
※ＨＰからのお申し込みも可能です。
※英語・韓国語・中国語でのご案内も可能です。
【必要経費】 ご案内は、無料です。但し、
ガイド
の現地までの交通費として、
２，
０００円を当日直接ガイドへ
お支払ください。

【案内区域】熊本市内及びその周辺
【案内時間】午前９時～午後５時まで

くまもと観光親善大使～春夏のおすすめ
（スポット）
はここ！

『梅雨』の
おすすめは
「上通・下通アーケード」。上通

森 瑞希

『まつり』
の おすすめ

井上 亜紀

『 花見 』の

『ゴー

おすすめは

ル デ ンウ

は、毎年８月に開催されます「火 「熊本城」です。熊本城では約

夏の熊本城夜間開園

ィーク』のおすすめは「熊本市

の国まつり」です♪期間中、中

８００本の桜が鑑賞できます。 動植物園」です。小さい頃から

ージして造られたアーケードで

心部一帯で様々なイベントが

明るい時間帯ももちろん綺麗

私も家族とよく遊びに行きまし

あり、下通は熊本県内最大のシ

開催され、
「 おてもやん総おど

なのですが、夜になると桜が提

た。園内には約120種類の動

ョッピングアーケード。どちらも

り」では、約4.500人が街中を

灯に照らされ、
とても幻想的で

物を見ることができます！『タ

多くの飲食店が軒を連ねるグ

踊り歩きます。団体ごとに趣向

す。毎年、桜の開花時期には熊

ッチ愛ランド』
という、子供たち

ルメ街でもあります。梅雨の時

を凝らした衣装や踊りは見てい

本城の夜間開園も行われます

が動物と触れ合う広場や、モノ

期は出かけるのが億劫になり

ても楽しめますし、飛び入り参

ので、ぜひライトアップされた

レールや観覧車などの遊具も

がちですが、
ここなら雨の心配

加も大歓迎です♪今年の夏も

城と夜桜を見に熊本城へ足を

あり、家族で楽しむことのでき

もご無用！イベントも要チェック

熱く盛り上がりましょう！

運んでみてください。

る動植物園です。

ク
ゴールデンウィー

夏まつり

観光に関するイベント等に「くまもと観光親善大使」を派遣しております。詳しくは、当協会までお問合せください。

～熊本国際コンベンション協会 オリジナル商品のご紹介～
熊本城でしか手に入らない蒔絵シリーズの付箋ケース
ができました！今回は、二様の石垣と天守閣のデザイン
で、付箋にも加藤家と細川家の家紋が入っております。
１８８円（税込）
熊本城本蒔絵付箋ケース １，

１００枚
４００円（税込）

夏目漱石 来熊１２０年記念
０年記念名刺台紙

漱石名刺で熊本を盛り上げましょう！

＜名刺販売場所＞ 熊本国際観光コンベンション協会
（熊本市中央区辛島町８－２３桜ビル辛島町３Ｆ）
熊本市役所売店（熊本市役所本庁舎地下）
他にもお土産、
オリジナル商品を
多数取り揃えております!詳しくは、 熊本国際観光コンベンション協会
検索
HPをご覧ください!
http://www.kumamoto-icb.or.jp/
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【期日】
７月１６日
（土）
～８月３１日
（水）
【時間】
２０時まで(入園は19時30分まで)
【場所】熊本城
【入園料】
１７時以降 高校生以上２００円
小中学生１００円
浴衣で来園した方は無料
【問合せ先】熊本城総合事務所 ℡０９６－３５２－５９００

城彩苑夜市

屋台、ゲーム、ステージイベントなど盛りだくさん！家族みんなで夕涼み
のひとときをお楽しみ下さい。

【期日】
７月２３日
（土）
～８月２７日
（土）
までの毎週土曜日
（計６回）
【時間】
１７時～２０時
【場所】桜の馬場 城彩苑
【問合せ先】湧々座
℡０９６－２８８－５６００
熊本城桜の馬場リテール
（株）
℡０９６－２８８－５５７７

植木温泉納涼花火

花見

梅雨

【期間】
５月３日
（火・祝）
～29日
（日）
【場所】江津湖一帯
【入園料】施設、
日程により必要な場合有
【問合せ先】熊本市イベント推進課
℡０９６－３２８－２９４８

夏休み期間にあわせて開園時間を延長します。

はパリのオルセー美術館をイメ

です。

【期日】
４月１７日
（日）
【時間】
１４時から
【場所】水前寺成趣園内馬場
【入園料】高校生以上４００円
小中学生２００円
【問合せ先】出水神社
℡０９６－３８３－００７４

「LOVE LOVE 江津湖！」
をテーマに体験や展覧、
スポーツやコンサート
など、家族みんながわくわくするイベントが目白押し！

ご連絡ください。

髙村 加奈

流鏑馬

武者姿の射手が疾走する馬に跨り、標的に向かって勇壮に矢を放ちます。

わくわく江津湖フェスタ２０１６

【お申し込み】案内希望日の３日前（土・日・祝日を除く）
までに

永田 桃子

出水神社春季大祭

熊本市の主なイベントスケジュール

熊本市の
「奥座敷」
美肌の名湯 植木温泉。
各宿ごとに泉源がある温泉街を流れる
合志川河畔で空いっぱいに広がる花火
大会です。

【期日】
８月５日
（金）
【時間】
２０時～２１時
【場所】植木温泉米塚橋下流
【問合せ先】植木温泉観光旅館組合 ℡０９６－２７４－６８３０

出水神社

薪能

赤々とした炎が揺らぐ中、能が披露され神秘的な雰囲気に包まれます。

【期日】
８月６日
（土）
【時間】
１８時～２０時30分まで
【場所】水前寺成趣園内能楽殿
【入園料】
１８時以降は
高校生以上100円
ゆかた姿の方、小・中学生は無料
【問合せ先】出水神社
℡０９６－３８３－００７４

春のこどもまつり

ステージイベント、
トールペイント教室、動物イベントなどが盛りだくさん。
期間中、中学生以下は入園料無料。

【期日】
５月３日
（火・祝）
～５日
（木・祝）
【時間】
９時～１７時まで
（入園は１６時３０分まで）
【場所】熊本市動植物園
【入園料】高校生以上３００円
【問合せ先】熊本市動植物園 ℡０９６－３６８－４４１６

「熊本城おもてなし武将隊」
夕涼みツアー
熊本城おもてなし武将隊が頬当御門前
から天守前までを楽しくご案内します。

【期日】
７月１６日
（土）
～８月２８日
（日）

毎週金・土・日曜日及び祝日、
８月８日
（月）
～８月１０日
（水）

計２５回
【時間】
１７時３０分～１８時３０分
【集合】熊本城頬当御門前
【料金】参加料は無料
（ただし熊本城の入園料が必要）
【入園料】17時以降 高校生以上２００円、小中学生１００円
【問合せ先】熊本城総合事務所 ℡０９６－３５２－５９００

清正公まつり

約２０基の勇壮なお神輿や子どもたちによる千人清正など２，
０００名程の参
加者がまつりを盛り上げています。

【期日】
７月２３日
（土）
～２４日
（日）
【時間】前夜祭 ２３日１７時から
神幸祭 ２４日１５時から
【場所】前夜祭
（加藤神社境内）
神幸祭
（加藤神社→市内中心部→加藤神社）
【問合せ先】加藤神社社務所 ℡０９６－３５２－７３１６

熊本市動植物園 夏の夜間開園

夕涼みがてら、昼間とは違った夜の動物たちの行動を観察できます。
遊園地で遊ぶこともできます。

【期日】
７月２３日～８月２７日までの毎週土曜日
※但し、江津湖花火大会の状況により、
一部中止となる可能性があります。
【時間】
９時～２１時まで
（入園は20時３０分まで）
【場所】熊本市動植物園
（動物ゾーン、遊園地ゾーンのみ）
【問合せ先】熊本市動植物園 ℡０９６－３６８－４４１６

第39回火の国まつり

熊本の夏の風物詩
「おてもやん総おどり」
や充実した
「食」
アーケードイベ
ント等、魅力アップの内容で開催。

【期日】
８月５日
（金）
～６日
（土）
※７日
（日）
は関連イベント
【場所】熊本市中心部一帯
【問合せ先】熊本市イベント推進課
℡０９６－３２８－２９４８

熊本城名月観賞の夕べ

旧暦８月１５日の
「中秋の名月」
にあわせて、熊本城を夜間開園し、野点など
の催しが行われます。

【期日】
９月１５日
（木）
、
１６日
（金）
【時間】
１８時～２１時
【場所】熊本城天守前広場
本丸御殿大広間・中庭
【入園料】
１７時以降 高校生以上２００円、
小中学生１００円
【問合せ先】熊本城総合事務所 ℡０９６－３５２－５９００
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コンベンション名

(平成28年3月18日現在)
規模

参加者数

会

開催期間

場

熊本市総合体育館
パークドーム熊本
熊本県立総合体育館
KKRホテル熊本
熊本県立総合体育館

400
40
120
600
400

5月19日～21日
5月26日～27日
5月28日～29日
5月31日～6月3日
5月25日～28日

くまもと県民交流館パレア
くまもと県民交流館パレア
熊本大学黒髪キャンパス
市民会館崇城大学ホール
ホテル日航熊本

九州
全国
全国
全国
九州
九州
九州
全国

300
280
310
150
400
250
400
500

6月2日～3日
6月3日～5日
6月4日～5日
6月4日～5日
6月8日～10日
6月11日～12日
6月11日～12日
6月15日～17日

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
熊本県立大学
くまもと県民交流館パレア
熊本市国際交流会館
くまもと森都心プラザ
くまもと森都心プラザ
熊本市総合体育館
熊本ホテルキャッスル

国際

300

7月10日～14日

熊本市国際交流会館

8月

第54回全国公立幼稚園PTA全国大会 熊本大会
全国
第68回九州地区小学校長協議会研究大会熊本大会
九州
平成28年度第56回九州地区病弱虚弱教育研究連盟研究協議会（熊本大会） 九州

1,000
1,100
135

8月5日～6日
8月17日～19日
8月17日～19日

市民会館崇城大学ホール
市民会館崇城大学ホール
水前寺共済会館グレーシア

9月

第52回九州リウマチ学会
平成28年電気学会電力・エネルギー部門大会
日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会2016
全地連「技術フォーラム2016」熊本
実践体育学体操三井島システム指導者研修会及び総会
第51回商業界九州沖縄ゼミナール熊本
第40回日本神経心理学会学術集会
第17回日本早期認知症学会学術大会
第21回日本神経精神医学会
第77回九州山口薬学大会

500
950
250
300
1,200
700
650
400
300
3,500

9月3日～4日
9月7日～9日
9月7日～10日
9月8日～9日
9月9日～11日
9月14日～15日
9月15日～16日
9月17日～18日
9月17日～18日
9月17日～19日

市民会館崇城大学ホール
熊本大学黒髪キャンパス
熊本県立大学
KKRホテル熊本
ホテル日航熊本
ホテル熊本テルサ
KKRホテル熊本
くまもと県民交流館パレア
熊本県民交流館パレア
市民会館崇城大学ホール

第37回熊本オープン卓球大会
第28回九州高校選抜ソフトテニス 火の国大会
第65回体育堂ラケットワークス杯九州高校バドミントン春季リーグ戦
熊本県建築士会・韓国慶尚南道建築士会国際交流会
第2回九州中学選抜卓球大会

5月

第56回日本リンパ網内系学会総会
第112回大都市下水道会議（主務者会議）
経済地理学会総会および第63回大会
日本発生生物学会第49回大会
2015年度 IREM JAPAN定例総会

全国
全国
全国
国際
全国

6月

平成28年度 九州地区退職女性教育管理職の会「熊本大会」
アメリカ学会第50回年次大会
第32回DPI日本会議全国集会in熊本
平成28年度（第50回）軍事史学会年次大会
第64回公立高等学校事務員協会九州協議会研究大会並びに総会
第42回日本体外循環技術医学会九州地方会大会
第38回全九州婦人卓球大会
日専連第71回全国大会in熊本
先進的応用情報科学に関する国際会議

Ｍａ
ｙ

Ｊ
ｕｎ
ｅ

7月

Ｊ
ｕ
ｌ
ｙ

Ａｕｇｕ
ｓ
ｔ

Ｓｅｐ
ｔ
ｅｍｂｅ
ｒ

一 般
財団法人

九州
西日本
九州
全国
九州

九州
全国
全国
全国
全国
九州
全国
全国
全国
九州

2,300
1,040
800
90
700

熊本交通センター
バスターミナル

熊本国際観光コンベンション協会

〒860‒0804 熊本市中央区辛島町８番２３号桜ビル辛島町３階
ＴＥＬ０９６－３５９－１７８８ ＦＡＸ ０９６－３５９－８５２０
e-mail kumaconn@kumamoto-icb.or.jp

熊本駅総合観光案内所（白川口）
【住所】熊本市西区春日3丁目15-1（JR熊本駅構内）
【電話番号】096-352-3743
【営業時間】8：30～19：00
【休み】年中無休
【その他】英語対応スタッフ、free wiﬁエリア
熊本城入園券の販売
共通入園券の販売（熊本城・歴史文化体験施設 湧々座）
乗車券販売（1日乗車券）

熊本駅総合観光案内所（新幹線口）
【住所】熊本市西区春日3丁目15-1（JR熊本駅構内）
【電話番号】096-327-9500
【営業時間】8：00～19：00
【休み】年中無休
【その他】英語対応スタッフ、free wiﬁエリア
熊本城入園券の販売
共通入園券の販売（熊本城・歴史文化体験施設 湧々座）
乗車券販売（1日乗車券）
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サンロード
新市街
辛島公園

辛島町
電停

※交通センターから徒歩 3 分
辛島町電停から徒歩 2 分

協会事務所

慶徳校前
電停

売

桜ビル辛島町 3 階

店

熊本城売店
【住所】熊本市中央区本丸１-１
【電話番号】
０９６-３２６-４２９５
【営業時間】
３月～1１月 8:30～18:00
12月～2月 8：30～17：00
【休み】12月30日～31日

動植物園売店
【住所】熊本市東区健軍５丁目14-２
【電話番号】
０９６-３６９-７２１３
【営業時間】9:00～17:00
【休み】
月曜日
（第4月曜日は
開園し、
翌日が休園）
１２月３０日～１月１日

熊本観光スマートフォンＡＲアプリ
熊本に遊びに来た際に、熊本のグルメスポット
観光スポット情報を手軽に見つけられるように
スマートフォン専用アプリ「layar」を利用して
現地観光情報を発信しています。観光の途中で
道に迷ったり、目的地探しに悩んだ際のお手伝
いツールとして便利なナビゲーションアプリを
是非ご利用ください。

景色にカメラをかざすと
周辺情報が出てくるよ!!

Email:kumaconn@kumamoto-icb.or.jp〔年2回発行〕

【住所】熊本市中央区二の丸1-1-3（桜の馬場城彩苑内）
【電話番号】
０９６-３２２-５０６０
：
３０
【営業時間】
９
：
００～１７
【休み】12月30～31日
【その他】英語対応スタッフ、free wiﬁ完備
熊本城入園券の販売
共通入園券の販売（熊本城・歴史文化体験施設 湧々座）

花畑町
電停

西辛島町
電停

観光案内所
桜の馬場 城彩苑総合観光案内所

至市役所
花畑公園

23

号 桜ビル辛島町３階 ☎０９６ｰ
３５９ｰ
１７８８ ＦＡＸ ０９６ｰ
３５９ｰ
８５２０

4月2日～3日
4月2日～4日
4月9日～10日
4月20日～23日
4月23日～24日

4月

Ａｐ
ｒ
ｉ
ｌ

〒８６０ｰ
０８０４ 熊本市中央区辛島町８番

平成28年度コンベンション開催カレンダー

