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くまもとMICEおもてなしプロジェクト
Kumamoto International Convention and Tourism Bureau

当協会では、県外から多くの参加者があり、地域への高い経済波及効果が期待できるコンベンショ
ンの誘致を重点事業と位置付け、様々な分野の大会・会議の誘致および開催支援に取り組んでいます。
この度2021年5月に開催される
「第31回日本臨床工学会」
（全国大会5,000名規模、ハイブリッド開
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催）
に合わせ大会参加者の満足度及び開催時の経済波及効果を高める取り組みを、主催者をはじめと
した各関連団体が集い、おもてなしを構築する場としてくまもとMICEおもてなしプロジェクトを開催

植木温泉から感謝を込めて

しました。
10月開催の第２回ミーティングでは、当プロジェクトと同様の取り組みをされている長崎市「長崎
MICEスクール」
との意見交換を行いました。今後も受け入れ態勢の充実を図るために継続して実施し
ていきます。

（公社）石油学会

CONVENTION
REPORT

熊本大会（第50回石油・石油化学討論会）

「新時代を創る石油とエネルギー」
をテーマとした本大会は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、熊本城ホール現地

「ほんの気持ちです券」を販売中！
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ植木温泉の観光需要の
回復とにぎわい創出に取り組みました。
植木温泉観光旅館組合に加盟する6施設で6,500円分使えるプレミアム券を
5,000円で販売しています。日帰り入浴、ご宿泊等にぜひご利用ください。

会場のみならずオンラインでの参加を可能とするハイブリッド形式（弊会として初の試み）の大会となりました。全参加者（ユー
ザーアカウント発行）数は約480人、
うち現地参加は半数の240人となりました。現地会場では検温や手指消毒、飛沫防止シー
トの設置とともに感染予防対策の協力を参加者にお願いしました。1日目にはくまモンも応援に駆けつけてくれ来場者のいい
思い出となりました。オンラインでの開催に併せて感染症対策を行った大会でしたが大きなトラブルもなく終了し、また大会
終了2週間経過後も幸い感染者も出ませんでした。大会準備・運営にご尽力いただきました現地実行委員の方々、熊本大学
の学生の方々、また熊本城ホールを始め、音響運営業者・熊本国際観光コンベンション協会にお礼を申し上げます。

期間／令和2年11月12日(木)〜13日
（金）
参加／約480名
（内現地参加240名）

ゆ

会場／熊本城ホール
主催／
（公社）
石油学会

ホテルスタッフのスキルアップ研修を行いました

販売枚数

3,300枚（無くなり次第終了となります）

購入対象

どなたでも購入可能です

加盟施設

荒木観光ホテル、旅館いろは、旅館桐乃湯、旅館松乃湯、

有効期限

令和3年2月28日
（日）
まで

旅館ややの湯、旅館平山
販売場所

観光案内の実践的なスキルアップを図るため、宿泊施設から派遣職員として、１１月より観光案内所に３名勤務して
いただいております。
研修では、
「観光客目線で体験する」
「観光地を人に説明できるようになる」
ことをテーマに観光スポットを回りました。
1日目は、桜の馬場城彩苑と宮本武蔵ゆかりの地を訪問。霊巌洞は初めて行く方もいて、
「熊本市にこのような独特

植木温泉観光旅館組合／9：00〜17：00（日曜定休日）

（熊本市北区植木町米塚124-1）

桜の馬場 城彩苑 総合観光案内所／9：00〜17：30

の雰囲気を感じられる場所があったのか」
と新たな発見につながったようです。2日目は熊本市観光の王道コースでも

（熊本市中央区二の丸1-1-3桜の馬場

ある、熊本城周辺と水前寺成趣園周辺を散策しました。熊本城は、観光客の方から今後多くの質問を受けるだろうと想
定しながら、実際に特別見学通路を歩きました。水前寺成趣園では着物の着付け体験も行い、園内を見学しました。

城彩苑内）

熊本国際観光コンベンション協会／8：30〜17：00（平日のみ）

水前寺成趣園の雰囲気と着物姿は想像以上にマッチし、既に知っている観光地の更なる楽しみに気づけました。

（熊本市中央区辛島町8番23号桜ビル辛島町3Ｆ）

派遣職員は、観光案内所での案内業務に従事します。今回の研修で学んだことを活かし、熊本市へお越しのお客様
がより楽しめるよう、一層尽力して参ります。

出捐企業・賛助会員限定
メルマガ会員募集中！
出捐企業・賛助会員様限定で、観光に
関する情報提供のメルマガ発信を行って
おります。
ご希望の方は、下記アドレスまでメル
マガ会員希望とお知らせください。

メールアドレス
kumaconn@kumamoto-icb.or.jp

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

観光案内所・二の丸お休み処・宿泊施設などに設置

（飲食店・宿泊施設）

向上などを目的とした協会です。

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

年額 １口 ２０，
０００円

withコロナスタイル

一般財団法人

熊本国際観光コンベンション協会

Twitter

Kumamoto International Convention and Tourism Bureau

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23桜ビル辛島町3F

TE L 096-359-1788
FAX 096-359-8520
URL https://www.kumamoto-icb.or.jp/
E-mail kumaconn@kumamoto-icb.or.jp
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「ハイブリッド形式でのコンベンション体験会」
を開催します
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、他の催事同様にコンベンションの
開催が非常に困難な状況になっています。そのような中、本市での開催を希望される
主催者様は多いものの、解決しなくてはならない諸問題も多く、負担の少ないWEB上
での開催が来年度も多くなることが予想されています。そこで当協会では来年度以降
に本市でコンベンションを開催する関係者の皆様を対象に、感染症対策やハイブリッド
開催（通常型とオンライン型の組み合わせ）
に必要な機材セットを実際に設置し触れて頂
ける
「体験会」
を開催致します。コロナ禍でも
「安心・安全」
に開催可能なモデルをお示し、
更に開催事例がまだ少ないハイブリッド開催の体験をして頂くことにより、主催者様が
自信を持って当市でコンベンションを開催出来るようお手伝いを致します。

開催日／令和3年1月19日(火)
会 場／熊本城ホール
※詳細は後日協会ホームページにて
掲載させて頂きます。

熊本城特別公開（第3弾）公開について、
熊本城総合事務所の
濱田副所長よりお話を伺いました。

ＪＲ熊本駅前が
新しく生まれ変わります

熊本城総合事務所
副所長
Q１ 熊本城天守閣公開が令和３年４月26日と決
定しましたが、見どころは？
・大天守最上階は、床や天井に県産材の檜が使われて
いて、明るく開放的な空間となっています。城内を360
度見渡すことができるため、公開されていない場所もご
覧いただけます。
・天守閣が天災や焼失、再建といった出来事を経ながら、
熊本のシンボルとして現代まで受け継がれてきたことを
伝えることが展示のコンセプトです。触れる展示や多
言語対応の解説、大型スクリーン・ＡＲアプリなどを用
いて、障がいをお持ちの方や高齢の方、子供や海外
からの観光客の皆様にもわかりやすい工夫がなされて
います。
・また、石垣の安全対策や耐震・制振装置なども見るこ
とができますので、より強い天守閣に生まれ変わったこ
とを実感いただけると思います。
・小天守入口のスロープや多目的トイレの設置など、天
守閣のバリアフリー化もなされています。６階の展望フ
ロアまで行くには２回エレベーターを乗り換える必要が
ありますが、車いす利用者や階段の昇降が困難な方々
にも展望いただけるようになることには大きな意味があ
ると思います。

Q2 熊本城復旧にかける思いを聞かせてください。
たくさんの支援に支えられながら復旧を進める中で、
熊本城は熊本のシンボルであり、いつでも行ける場所で
なければならないという思いが一層強くなっており、ま
た、熊本地震を経験した熊本城は、地震前より安全で
安心な場所にしなければならないという思いもあります。
長い時間をかけて進む熊本城の復旧ですが、文化
財が修復されていく過程をたくさんの方々に見ていただ
き、文化財の本質を理解し大切にするという気持ちが
次世代に繋がっていくことも重要なことだと考えていま
す。

Q３ 熊本城復旧の進捗状況は？（どんな工事が
終わって、今後どんな工事をやっていくなど）
・城内の重要文化財建造物１３棟のうち、6棟は解体保
存などが完了し、その他は、今後順次着手していきま
すが、復旧第１号として長塀が令和３年１月に復旧完了
となります。
・復元建造物20棟については、９棟が解体保存などが
完了し、その他も順次着手していくこととなります。

濱田 清美

さん

・最優先で復旧を進めてきた天守閣は令和３年３月に復
旧が完了する予定です。
・現在も、被災した櫓や石垣について、調査や測量、設
計や復旧方法の検討などを進めています。
・今後も、国や専門家の皆様と協議しながら、それぞれ
の状況に合わせて櫓の解体保存や組立、石垣の解体
や積み直しを行っていくこととなります。

Q４ 初心者（熊本城に詳しくない方）が楽しめる
ポイントは？
・今は、地上6ｍの高さの特別見学通路を歩きながら、被
災状況や復旧状況をご覧いただくことができます。
・崩落した石垣や被災した櫓を間近に見ることで地震被
害の大きさを実感していただけますし、復旧していく過
程を見ることに、たくさんの驚きや学びがあると思いま
す。勇壮な天守閣の姿には、きっと元気をもらえると思
いますし、内部の展示をゆっくりご覧いただくことで、天
守閣をより知ることができます。
・春の桜や秋の紅葉など熊本城の四季折々の風情を感
じながら散策する楽しみもあります。

Q５ 玄人（熊本城に詳しい方）が楽しめる（マニ
アックな）ポイントは？
・公開エリアには制限がありますが、これまでとは違う視
点や角度で熊本城を見ることができるため、新たな発
見があると思います。
・崩落した石垣を真上や真横からみると石垣内部の造り
がわかりますし、二様の石垣も間近でみることができる
ので、時代の違う石垣の積み方などを観察する楽しみ
方もあります。
・６か所に及ぶ連続虎口も被災直後のまま残されていま
すが、この場所も真上からみることができますので、熊
本城の堅固な守りの全容を確認することができます。
・天守閣内部では、昭和35年の再建時や熊本地震から
の復旧についても触れられており、新たな情報をたくさ
ん得ることができます。

・文化財が復旧していく姿を見る機会は大変貴重であり、
たくさんの皆様に文化財保全の大変さや大切さを実感
していただきたいと考えています。熊本城のこれからは、
見どころ満載です。

Q７ 他のお城に比べて熊本城はこんなところが
すごい！というポイントは？
・熊本城は、日本三名城の一つとして数えられ、地震前
は13棟の重要文化財建造物と20棟の再建・復元建造
物が存在していました。
・建造物の見どころも多いのですが、
「清正流石垣（武者
返し）」
など、時期や積み方が異なるさまざまな石垣が
生み出す美しい景観も、熊本城の誇るべきポイントで
す。
・茶臼山に築城された熊本城は堀や石垣に囲まれ
「難攻
不落」
と評されます。「守るに適し攻め難い構造」
は工
事のやりにくさにも通じ、復旧工事も困難な面がありま
すが、重機もない時代にこれほどのお城を築った先人
の苦労に思いを馳せるとそのすごさが改めてわかるの
ではないかと思います。
Q８ 最後にひとこと
天守閣は、たくさんの支援に支えられながら復旧を
進め、いよいよ令和3年4月26日からは、特別公開第３
弾として天守閣内部をご覧いただけるようになります。
復旧にかかる20年近い時間の中で、天守閣の復旧
は大きな区切りではありますが、熊本城には復旧を待つ
櫓や石垣がたくさんあり、全てが地震前の状況に戻る
までにはまだまだ時間がかかりますが着実に一歩一歩
進んでまいりますので、地震前の姿に戻るまで見守って
いただければ幸いです。

2021年4月23日 熊本駅前に
グランドオープン！

アミュプラザくまもと
熊本駅前にいよいよ
「アミュプラザくまもと」が2021年4月23日に
誕生します！ファッション、グルメ、シネマ、書籍など、あらゆる世
代のお客さまにお楽しみいただける全186店舗（JR熊本駅ビル
エリア）が出店します。そのうち九州初出店が14店舗、熊本初
出店が61店舗、新業態出店が21店舗と、約5割が熊本県内に
初お目見えです！詳しくはアミュプラザ公式HPやSNSをチェック！

アミュプラザくまもと公式SNSアカウント
@amu̲kumamoto

アミュプラザくまもと

検索

熊本城ミュージアムわくわく座 ２０２１年お正月イベント
■新春特別寸劇
『肥後の偉人と名君伝』
日程／令和3年1月2日(土)
3日(日)・4日(月)
10日(日)・11日(祝・月)
時間／①11時〜 ②15時〜
場所／2階 ものがたり御殿

Q６ 熊本城のプロの目線から見た見どころ
（最も
見ていただきところ）
は？

アミュプラザくまもと公式ホームページ

・石垣の復旧や櫓の解体や組立が始まれば、来る度に
「今しか見られない光景」
「今だからみてほしい光景」
を
ご覧いただくことができますし、石工さんや職人さんの
働く姿も見ていただけると思います。

■冬休み特別イベント
『わくわく座に
くまモンがやってくる！』

■特別舞台
舞踊団花童＆はつ喜
『細川ガラシャ 〜玉の一生〜 』

日程／令和3年1月10日(日)
11日(祝・月)
時間／13時〜
13時30分
場所／2階
ものがたり御殿

日程／令和3年1月9日(土)
２月１３日(土)・３月１３日(土)
時間／13時30分〜
場所／2階
ものがたり御殿
料金／1,500円

©2010 熊本県くまモン

■企画展 わくわく座・熊本市
田原坂西南戦争資料館コラボ企画
『日赤発祥の地は、熊本城
‐戦争が生んだヒューマニズム‐』
期間／令和3年1月16日(土)〜
3月21日(日)
場所／2階 熊本城ビューラウンジ
内容／「西南戦争と日本赤十字社の発祥」、
「ソルフェリーノ
（イ
タリア）
と国際赤十
字の発祥」の関連性
をパネル展で紹介
します。

＊新型コロナウイルスの感染状況に応じて入場制限の実施もしくは中止する場合がございます。

共通入園券

各施設にて販売中‼

出水神社
初詣

大人 600円／小・中学生 200円

熊本市動植物園

問合せ先／出水神社 TEL 096-383-0074
※正月三が日成趣園無料開園

令和3年1月2日（土）, 3日（日）

新春 こどもまつり ＆ 干支の動物展

ライオン舎

期間／令和3年1月1日
（金）
〜1月3日
（日）
1月1日10：30〜能楽金春松融会「舞初め」
1月1日12：00〜少女舞踊団花童「わらべの舞」
1月3日13：00〜川尻大渡獅子保存会「新春獅子舞」

大人 900円／小・中学生 300円

3日

ライオンに牛骨のプレゼント 14：00〜
※詳しくは動植物園公式
HPをご覧ください。

2,3日

動物たちに食べられる門松のプレゼント！

2,3日

干支の動物展

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
問合せ先／熊本市動植物園 TEL 096-368-4416

場所/中央ステージ

今年の主役！ウシ科のエランド
にまつわる話をパネルで紹介。

イベントのご予約は
こちらから！

新 型コロナウイルスの
感染予防として、一部の
イベントを予約制とさせ
て頂きます。詳しくは熊
本市動植物園公式HPを
ご覧ください。

わくわく座入館券 大人（高校生以上）300円／小・中学生 100円
水前寺成趣園 きもの月間
期間中各種イベント等開催する他、2月27日は
14時〜能楽殿催事や日没後、園内を灯りで彩る
「こいあかり＆ライトアップ」を実施いたします。

期間中は

着物・和装姿の方は入園料無料
期
間／令和3年2月1日
（月）
〜2月28日
（日）
問合せ先／出水神社 TEL 096-383-0074
コロナウィルスの感染拡大状況によってイベントは
中止する場合がございます。詳しくはホームページ
（http:/www.suizenji.or.jp)をご確認ください。

問合せ先／熊本城ミュージアムわくわく座
ＴＥＬ 096-288-5600

株式会社セルモ特別協賛

くまもと春の植木市
期間／令和３年２月１日
（月）
〜
３月１１日
（木）
時間／入場ゲート受付時間：午前９時〜
販売開始時間：午前９時３０分〜
場所／ＪＲ熊本駅東側 白川河川敷
料金／入場無料
問合せ先／●熊本市コールセンターひごまるコール
（年中無休/8：00〜20：00）
TEL ０９６−３３４−１５００
●くまもと植木市振興会事務局
TEL ０９６−３２４−１５４１
（9：00〜17：00）

◎令和2年12月14日現在の情報です。新型コロナウイルスの状況によりイベントなど中止になる事がございます。

