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西辛島町電停 肥後銀行本店

熊本ゆかりの武将があなただけに観光案内！？
熊本城おもてなし武将隊音声ガイド

「旧細川刑部邸」紅葉ライトアップに伴い、臨時バスを期間中毎日運行します。

「旧細川刑部邸」紅葉ライトアップに併せ、熊本博物館を夜間開館いたします。

桜町バスターミナル⑤乗り場発 → 旧細川刑部邸着

熊本城おもてなし武将隊音声ガイド「武士が案内仕
る。」が人気です。熊本城二の丸広場等のメッセージサイ
ンなど指定されたスポットに近づくと、熊本城おもてなし
武将隊のメンバーがそのスポットの解説をしてくれます。

案内するのは、熊本城を築城した加藤清正、肥後細川家
の初代・細川忠興、宇土城城主であり加藤清正とは対立関
係にあった小西行長の3人。これまでは熊本城の外周のみ
のご案内となっておりましたが、10月より、熊本城特別見
学通路内のご案内が追加されました。熊本にゆかりの深
い武将たちによる観光案内は必聴です！

　新型コロナウイルス感
染症の影響により大きく
落ち込んだ観光需要の
早期回復と経済の回復、
にぎわい創出に取り組み
ました。

　賛助会員・出捐企業を対象
とした、熊本市内の飲食店・
お土産店・レジャー（体験）・タ
クシー・レンタカーなどの加
盟店で利用できるくまチケを
２，５００冊、総額３，０００万円分
販売しました。

　宿泊需要喚起策として、熊本市内の106の宿泊施
設でご利用いただける割引クーポンを6月15日～8月
31日まで販売しまし
た。総額約1億3千万
円分を販売し、延べ
18,000人を超えるご
利用がありました。

外科系医学会では日本最大の規模となる日本外科学会が熊本市で開催
されることが正式に決定しました。会期は2022年4月14日(木)～16日
(土)の3日間となり、熊本城ホールを中心として市内の複数会場で開催さ
れます。参加者数は16,000名が見込まれており、熊本で開催される学会
としては最大規模です。経済波及効果額15.7億円を見込み、宿泊、飲食、
交通など広範な分野において大きな経済効果を生み出すことが期待され
ます。
今後は大会成功に向け、関連事業者の皆さまと一丸となり受け入れ体制
の準備を進めてまいりますので、一層のご協力をよろしくお願いします。

この度、第122回日本外
科学会定期学術集会を会
頭として、ここ熊本市で開
催させていただく熊本大
学消化器外科の馬場秀夫
です。本会の熊本での開催
は初めてであり、熊本大学
外科開講１００周年の記念
の年に開催できますことを

大変光栄に存じます。学会が円滑に開催でき実り多
い学会となることを祈念しますとともに、多くの参加
者が地元熊本の経済にも良好な効果を及ぼしてく
れることを心より期待しております。関係各位の皆
様方には、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申
し上げます。

日本外科学会　熊本開催決定大型コンベンションの
開催決定！！

「武士が案内仕る。」

大会名　　第122回日本外科学会定期学術集会
会　頭　　熊本大学大学院生命科学研究部
　　　　　　　　消化器外科学　馬場秀夫教授
会　期　　2022年4月14日（木）～16日（土）
会　場　　熊本城ホール、ホテル日航熊本 他

※新型コロナウイルス感染症の影響で開催形態が変更となる可能性がございます。予めご承知おき頂きますようお願いいたします。

くまもとをもっと楽しむ！ お得な観光応援チケット

『くまチケ』 を販売しました！

馬場秀夫教授

事 業 報 告

料金／800円（税込）
時間／9：00～17：00（最終受付15：00）
受付／桜の馬場城彩苑総合観光案内所 オリジナル武将

ポストカードプレゼント！

ぶ　　し あ　な　い

熊本城おもてなし武将隊出陣

旧細川刑部邸限定公開と紅葉ライトアップ 

熊本博物館　サタデーナイトミュージアム

 時　間
１７：３０頃　旧細川刑部邸 紅葉ライトアップ点灯
１８：００　　熊本博物館リレートーク
１９：００　　熊本県立美術館　リレートーク（21日のみ）

 期　日
２０２０年11月2１日(土)
　　　　　  ２８日(土)
　　　  12月 ５日(土)

期　日 ２０２０年11月2１日(土)・２８日（土）・12月５日（土）

ナイトプラネタリウム
観覧料　一　　般 　　 200円
　　　　高校生・大学生 150円
　　　　中学生以下 　 100円
時間　１９：００～
※１0分前までにチケットをご購入ください

博物館周辺の竹あかり設置
ＳＬのライトアップ
夜の博物館と星空写真展
缶バッジ作り体験（先着５０人）
時間　１３：３０～１６：００

子ども科学ものづくり（先着５０人）
期日　１１月２１日（土）・１２月５日（土）
時間　１７：３０～
もみじの葉っぱで絵はがき作り（２０人）
期日　１１月２１日（土）
時間　１７：００～
動物ミュージアムトーク（各回２０人）
期日　１１月２８日（土）
時間　１８：００～・１９：００～
ダジックアース
期日　１１月２８日（土）
時間　２０：００～２０：４５

ひとのすがた、
いのりのかたち
ミュージアムトーク（１０人程度）
期日　１２月５日（土）
時間　１4：００・１8：0０
　　　各回約15分
しゃちべえクイズ
期日　１１月２0日（金）
　　～１２月6日（日）

時　間 ９：００～2１：００　（最終入館20:３0）
入場料

イベント内容

一　般 　 400円　高校生・大学生 300円
小・中学生 200円

問合せ先 熊本博物館　TEL.096-324-3500

平日ダイヤ
　　１便目 １８：００　２便目 １８：４０　３便目 １９：２０　４便目 １９：５５
土曜・日祝ダイヤ
　　１便目 １８：００　２便目 １８：２０　３便目 １８：４０　４便目 １９：００
　　５便目 １９：２０　６便目 １９：３５　７便目 １９：５５　８便目 ２０：１５

旧細川刑部邸発 → 桜町バスターミナル着
平日ダイヤ
　　１便目 １８：１５　２便目 １８：５５　３便目 １９：３５　４便目 ２０：１０　５便目 ２０：５０
土曜・日祝ダイヤ
　　１便目 １８：１５　２便目 １８：３５　３便目 １８：５５　４便目 １９：１５　５便目 １９：３５
　　６便目 １９：５０　７便目 ２０：１０　８便目 ２０：３０　９便目 ２０：５０　１０便目 ２１：０５

※途中、熊本ホテルキャッスル前に
　停車いたします（降車のみ）

２０２０年１１月２０日(金)～１２月６日（日）期　日
9：00～21：00　ライトアップは17：00
※建物の中には入れません

時　間

大人１６０円 ・ 小人８０円  くまモン ・ 全国系ＩＣカード、おでかけＩＣもご利用になれます。運　賃

入園
無料

詳しくはホームページをご覧下さい

詳しくはホームページをご覧下さい

「熊本市プレミアム宿泊クーポン」を
販売しました！



価　　格／1,320円（税込）
販売場所／熊本城二の丸お休み処 ・ 本丸お休み処

※ヤフーショップ「熊本城売店」でも購入できます。

舞踊団 花童＆はつ喜
「細川ガラシャ ～玉の一生～」
開催日／2020年11月14日（土）・12月12日（土）
　　　 　 2021年  1月  9日（土）・  2月13日（土）
　　　　　　　   　 3月13日（土）
時間／開場 13時　開演 13時30分（上演時間60分）
　　　MC  わくわく座　瓦版屋 熊八
特別鑑賞チケット／1,500円（全席自由 先着順）
　　　　　　　　※未就学児無料（座席無し）
　　　　　　　　※チケットをお持ちの方はわくわく座
　　　　　　　　　館内もご覧頂けます（当日限り）
場所／桜の馬場 城彩苑 
　　　熊本城ミュージアム わくわく座
チケット販売／わくわく座受付 ・ 舞踊団花童
お問合せ先／TEL 096-288-5600

開催日／2020年11月27日（金）
　　　　　　　　12月18日（金）
時間／19時～20時　場所／玄宅寺
お問合せ先／玄宅寺
　　　　 TEL 096-383-5007
URL／http://hanawarabe.jp/

営業案内
入 園 料／大人・高校生…500円　小・中学生…100円　幼児…無料
休 園 日／月曜日  ※第4月曜日は開園し、翌日が休園  ※祝日の場合、次の平日
駐 車 場／土・日・祝のみ有料　軽・普通車 200円　大型車 1,000円

熊本城限定商品！ 「後来不落 熊本城瓦」
　この御守りは、被災した熊本城の瓦
を封入し、熊本地震の被災地で使われ
たブルーシートを使用したものです。
　被災しても倒壊しなかった熊本城の
瓦が入った御守りは、同じものがひと
つとない希少価値がある逸品です。

入園方法について
先着４,０００名の完全予約制です。
※入園予約をされていない方は、入園できません。
予約期間／２０２０年１０月１日から当日19時００分まで
予約方法／インターネット受付のみ
お問合せ先／TEL 096-368-4416

観覧
無料

花童2020年玄宅寺公演

「城あかり」は、国・熊本県・熊
本市の方針に基づき新型コロ
ナウィルス感染拡大防止を講
じた上で開催致しますが、状
況により構成や内容の変更お
よび開催の中止・延期を行い
ます。感染拡大防止の取り組
みや入場方法等、詳しい内容
につきましては 熊本城ホーム
ページにてご確認くだい。

新型コロナウイルス
感染症対策について

期間／11月20日(金)～12月6日(日) 
時間／17:00～（最終上演20:00）　
　　　上演時間　約10分間　20分間隔で上演（毎時開始）
場所／熊本城ミュージアム わくわく座 2階 ものがたり御殿
入館料／大人（高校生以上）300円　小・中学生100円
お問合せ先／熊本城ミュージアム　わくわく座　096-288-5600

販売期間／11月20日(金)～12月6日(日) 
販売場所／熊本城二の丸お休み処
　　　　　熊本城本丸お休み処
　　　　　刑部邸お休み処（平日15時～・土日祝10時～）

★熊本城夜間開園期間、わくわく座の開館時間を延長します★
　期　　間／2020年11月20日(金)～12月６日(日)　 
　開館時間／9:00～21:00(最終入館20:30)

わくわく座最強コンテンツの熊本城VRを使って、お
城の秘密や怪談話をライブ上演！金・土・日はドキド
キわくわく増量のスペシャル編でお届けします！

（税込）
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詳しくはホームページをご覧下さい

SLライトアップ

詳しくはホームページをご覧下さい

土曜日は旧細川刑部邸ライトアップに併せ
21時まで開館時間延長！
プラネタリウム投映やギャラリートークを
開催します。
期間／11月21日(土)・28日(土)・12月5日（土）

各施設にて販売中‼
共通入園券

大人 600円・小人 200円

大人 900円・小人 300円

熊本市動植物園 秋桜まつり2020 ～夜間開園～

紅葉ver. 銀杏ver.

熊本地震後初の熊本城夜間特別公開


