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　(平成30年10月現在)

熊本博物館 リニューアルオープン

【新たなサービス機能】
〇音声と文字による4ヶ国語対応展示解説システムの導入
〇動画や写真を使った展示資料解説補完システムの増強
〇プラネタリウム番組やイベント案内を分かりやすく表示
   するデジタルサイネージの導入
〇プラネタリウム券売機の残席表示システム導入

くまもとグルメBOOK刷新！
　これまで、「うまかもんナビ」というタイトルで発行してお
りました、当協会発行のグルメブックが、この秋に刷新され
ました！
　当協会の会員様のみを掲載したこのグルメブックは、熊
本で開催される学会や大会での配布、首都圏や関西方面で
の熊本観光セールスでも活用し、熊本駅と桜の馬場城彩苑
にある観光案内所での配布・発送、熊本市観光政策課や会
員様の店舗・宿泊施設、タクシーの車内等にも設置しており
ます。様々なお客様の目に触れる場面が多くなっており、こ
の冊子を参考にされるお客様が増えております。
　在庫が少ない！もうなくなってる！という会員様がいらっ
しゃいましたら、当協会までご連絡をお願いします！！

会員の皆様のお知り合いや紹介したい方など、一緒に熊本を盛り上げていきたいと
いう企業様、団体様がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介をお願いいたします！！

当協会は、観光・コンベンションを誘致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組織です。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。

●熊本市で開催される各種大会や会議で会員情報掲載のパンフレットを配布
　（飲食店・宿泊施設・タクシー会社）
●アフターコンベンションでの視察や、立ち寄り処として、優先してご案内
●賛助会員IDで、当協会サイト内のコンベンション開催カレンダー（会議開催
　情報）を会員特典でいち早く見ることが可能
●大規模コンベンションの会場内での物販が可能（主催者の希望がある場合のみ）
●観光パンフレット・ポスター・DVDをご要望があれば優先的に配布
●首都圏をはじめ、関西・広島・福岡などの旅行会社への情報発信を優先的に
　実施
●マスコミ取材の取材箇所として情報提供掲載費無料！
●各地でのイベントやキャンペーンでの物販が可能
●会員様の飲食店・宿泊施設・タクシー会社を掲載した「くまもとグルメBOOK」
　への掲載
●当協会サイトの賛助会員リストに、情報を掲載（HPのリンク可）
●当協会の業務発注を会員特典として優先的に実施
●観光客等の方々に、賛助会員様の旅館・ホテルを優先してご紹介
●当協会での商品販売の斡旋が可能
●会員様限定の異業種交流会のご案内 NEW!!
●観光に関する情報をメルマガでお知らせ 予定
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旧細川刑部邸の期間限定開放と
紅葉ライトアップ開催中！

【期　間】　平成３０年１１月１７日（土）～１２月２日（日）
　　　　　８：３０～20：００まで
【場　所】　旧細川刑部邸庭園（無料）
【問合せ】　熊本城総合事務所 
　　　　　☎096-352-5900

ホームページ

日本保育ソーシャルワーク学会　第5回研究大会

第12回熊本大学生命倫理ラウンドテーブル

LPSO 2018 及び RJISAM-IV

第54回高血圧関連疾患モデル学会学術総会

第48回九州高校新人ソフトテニス競技大会 兼 第44回全日本高等学校選抜ソフトテニス競技大会九州地区予選会  　　　　　　　　　　　　　　　　

日本輸血・細胞治療学会　九州支部会　第65回総会・第86回例会

第4回全国被災地語り部シンポジウムin熊本

崇城大学ティーチングとラーニングフォーラム

第13回全日本レディースバドミンントン競技大会（個人戦）

日本陸連U16ジュニア研修合宿九州ブロック合宿

第4回IROASTならびに第8回PHOENICS国際シンポジウム

熊本大学教育学部附属小学校初等教育研究協議会

第3回環境被害に関する国際フォーラム -水俣病・失敗の教訓を将来に活かす-

2018年度 日本健康相談活動学会 第15回学術集会

火の国情報シンポジウム

第6回制御部門マルチシンポジウム

第8回国際工学シンポジウム
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12月１日～2日

12月１日～2日

12月3日～6日

12月6日～7日

12月7日～9日

12月8日

12月8日～10日

12月14日～15日

12月14日～16日

12月22日～24日

1月24日～26日

2月8日

2月22日～24日

3月2日～3日

3月2日～3日

3月6日～9日

3月13日～15日

熊本学園大学

熊本大学くすの木会館

熊本大学、ホテルメルパルク熊本

KKRホテル熊本

熊本県民総合運動公園テニスコート、パークドーム

くまもと森都心プラザ
市民会館シアーズホーム夢ホール、　　
熊本城、御船町、益城町、南阿蘇村　

崇城大学

熊本市総合体育館、熊本県立総合体育館

えがお健康スタジアム

熊本大学工学部百周年記念館

熊本大学教育学部附属小学校

熊本学園大学高橋守雄記念ホール、水俣市公民館

くまもと県民交流館パレア

熊本大学黒髪南キャンパス

熊本大学

熊本大学百周年記念館、工学部2号館

※ライトアップは17：００頃から。
※期間中は三の丸第二駐車場の
　営業は２０：３０まで延長。

ミュージアムショップオープン

【リニューアルオープン記念展】 
　テーマ　「記憶を未来へつなぐ博物館」
　期　間　　平成３０年１２月１日（土）～平成３１年４月７日（日）（予定）

　開館時間　　９：００～１７：００（入場は１６：３０まで）
                 ※１２月１日（土）は２０：００まで開館（最終入館は１９：３０まで）
　場　所　　熊本博物館　特別展示室１・２・３

　休館日　　月曜日（祝日の場合は翌平日）、
        　       年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）、保守点検期間など
　連絡先　　熊本博物館　☎096-324-3500

　料　金　　一般 ４００円（３２０円）、大学生・高校生 ３００円（２４０円）                　中学生以下２００円（１６０円）　※（ ）は団体料金
                　幼児、市内小中学生は無料（名札または生徒手帳提示）、
                　障害者手帳または６５歳以上の熊本市民で証明書をお持ちの方の
                　入場料は無料
                　※プラネタリウムは別料金です。

掲載店
募集中！

１２月1日
１３：００～

見どころ

見どころ

見どころ

九州のプラネタリウムでは
初の番組「火星～その先の宇宙 
スペースエクスプロア」が

投映されます！

その１
常設展示が一新！
1階では「熊本の歴史」
2階では「熊本の自然」

を学べます！

その２ 
国指定重要文化財が

お目見え！
熊本城小天守に展示されていた
「細川家舟屋形（波奈之丸）」と
「肥後国球磨郡免田才園
古墳出土品」を見る
ことができます！

その３ 
プラネタリウムに
新番組が登場！

なみ　な　し　まる

リニューアルオープンに合わせて、熊本博物館内にオープンします。
展示物をもとにデザインしたオリジナルグッズや博物館ガイドブック、
学習玩具など、多彩に取り揃えております。



参加者数
出捐企業・賛助会員セミナー 111名

コンベンション開催促進セミナー 40名

意見交換会 150名

相手 ： 外国人観光客（中国人）
対応 ： お客様の要望を詳細に把握し、希望の商品のご案内に加え会話が
         続いたことで、追加のご要望にも対応できました。

出捐企業・賛助会員セミナー

■当協会の事業概要説明
■熊本城の復旧状況について
　熊本市経済観光局熊本城総合事務所　田代所長
■２０１９国際スポーツ大会について
　熊本国際スポーツ大会推進事務局ウェルカム部　田島部長

■講演　「参加者満足度Ｎｏ.1を目指す学会」～第31回日本臨床工学会～
　　　　　講師 ： 熊本県臨床工学技士会 会長　山田 佳央 様
■熊本城ホール施設説明について
　熊本市新ホールマネジメント課誘致戦略室 　竹田主幹　
■コンベンション開催助成・支援制度について

熊本市コンベンション開催促進セミナー

　それぞれのセミナー終了後、参加者様に、当協会がコンベンション主催者へ
ご案内しているユニークベニューを体験していただきながら、皆様のビジネス
マッチングに繋がるような場としての交流会を開催し、皆様から大変好評をい
ただきました。
　ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。
　出捐企業・賛助会員セミナーは今回初めての開催でございました。来年以降も開催させていただきたいと考えておりま
すので、今回ご参加出来なかった企業様・団体様におかれましても、次回の参加のご検討をよろしくお願いいたします。

活 動 報 告

インバウンド対応情報

・３２地域の言語対応
・グループ通話可
・４つのAIで高い精度
・SIMフリー、Wi-FI、4G 対応

〔活用場所〕①熊本城二の丸無料休憩所
　　　　　　②協会事務所

※2018からコンベンション協会が開催。

（単位：枚）

動植物園夜間開園
開催日　平成３０年７月２１日・２８日
　　　　            ８月４日・１１日・１８日・２５日
　　　　            ９月１日　
　　　　毎週土曜日 計７日 ９：００～２１：００　
　　　　※８月１１日は打上げ花火も有り。

内　容　昼間とは違った夜の動物たちの行動の観察や
            様々なステージイベント、遊園地等。

　　　　普段は見れない、昼間とは違った夜の動物たちの行動を観察するだ
　　　　けでなく、光物を身に着けてステージイベントや遊園地を楽しんだり、
　　　　出店で美味しいものを食べるなど、沢山のご家族連れで賑わいました。

開催日　平成３０年１０月７日（日） 
　　　　１８：００～２１：００
　　　　※６日（土）は台風接近の影響で中止

会　場　熊本市中央区花畑町一帯
　　　　花畑公園 / 城彩苑  / 
　　　　合同庁舎跡地（城彩苑西側）

熊本の秋の風物詩「みずあかり」には、当協
会も毎年ボランティアで参加しており、今年
も城彩苑エリアを担当しました。

熊本市コンベンション開催促進セミナー及び出捐企業・賛助会員セミナー　合同意見交換会

開催日●平成３０年１０月２３日（火）１７：００～
場　所●旅亭 松屋本館６階　テラスラウンジ風庭
【内　容】

【内　容】

開催日●平成３０年１０月２３日（火）１６：００～
場　所●水前寺共済会館グレーシア２階　「鳳凰」

開催日●平成３０年１０月２３日（火）１８：００～
場　所●水前寺成趣園　能楽殿前

開催日　平成３０年７月２１日・２８日・
　　　　            ８月４日・１１日・１８日・２５日
　　　　毎週土曜日 計６回 １７：００～２０：００

内　容　ゲーム８種（昨年度は5種）

　　　　１枚５０円（１１セットを５００円で販売）

【AI 自動翻訳機導入】

☆クルーズ船バスツアーにより二の丸休憩所を来所され、商品のご購入希望のお客様が詳細なコミュ
　ニケーションを求められ使用しました。

＊こちらの自動翻訳機が気になられる会員様は、協会までお問い合わせください！！

城彩苑夜市

夜市の運営見直しやゲーム数の増、また、天候
にも恵まれたことから、前回より多くの方々が
来苑し、賑わいました。

動植物園全面開園！！

全面開園記念イベント

熊本城迎春行事
【期間】 平成３０年１２月３１日（月）
　　　　～平成３１年１月３日（木）
【場所】 熊本城二の丸広場
期間中は新春獅子舞（ししまい）や
新春太鼓の演奏など、正月らしい
イベントも開催され、見どころ満載
です。元旦には「かわらけ」と呼ば
れる伝統的な素焼きの杯の無料配
布（限定数）もあります。

【期　間】平成３０年１２月２２日（土）～２４日（月・祝）
【時　間】９：００～２１：００（入園は２０：３０まで）
【場　所】熊本市動植物園
【入園料】高校生以上 ３００円　小・中学生 １００円　幼児 無料
              （熊本市内の小・中学生は、名札又は生徒手帳提示で無料）

詳しくは、
熊本市動植物園
ホームページで
順次発表！！

熊本暮らし人まつり みずあかり

販売数

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

合計

２０１７

3,090

3,336

3,140

4,142

3,997

3,198

20,903

２０１8

3,182

3,760

4,368

4,959

4,749

4,156

25,174

増 減

92

424

1,228

817

752

958

4,271

対前年増加率

3.0％

12.7％

39.1％

19.7％

18.8％

30.0％

20.4％

2019年12月 熊本城ホールがグランドオープンします
　２０１９年 夏頃に熊本城ホールを含む桜町再開発施設が完成し、同年１２月に熊本城ホールの開業を予定しています。
熊本城ホールは、商業用途のほか、バスターミナル、ホテル、マンション、バンケットなどで構成される桜町再開発施設の一部で
あり、延べ床面積の合計が約３万平方メートルあります。約１，６００㎡の自由な空間演出により各種催事に対応可能なイベント・
展示ホール、最大７50名収容可能な中規模ホールとしての利用や、平土間での利用も可能なシビックホール、連結利用も可能
な約３０～３００平方メートルの大中小１９室の会議室、さらには県内最大規模の約２，３００席の固定席を有し、文化催事やシンポ
ジウム、コンサートなどに利用できるメインホールの４層構造の施設です。
　メインホールホワイエからは熊本城への眺望を確保するとともに、隣接する屋上庭園と一体的な利用が可能となっており、
来館者に対して充実したおもてなしができる他に類を見ない施設となります。

1F　イベント展示ホール ２F　シビックホール ３F　会議室 ４～６F　メインホール

１２月２２日
熊本地震発生から約２年８か月ぶりの全面開園です！

オープニング式典、打ち上げ花火、動物ものまねライブ等、
他にも様々なイベントがあります。

使用事例：

使用事例：

増加する外国人観光
客への対応として試
験的に２台購入し、
平成30年8月末より
運用開始しました。


