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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
熊本城ホールにて、ハイブリッド形式でのコンベンション体験会を開催致しました。
今回の体験会では、コンベンション開催時に必要と想定される感染症対策や、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設置し、参加
者の皆様には実際に見て、触れて、
「ハイブリッド形式でのコンベンション」
を体験して
頂きました。
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
の開催様式も変化しております。そのような中、来年度以降本市での開催を準備、検
討されている主催者様へ少しでも問題解決へのヒントとなり、コロナ禍でも
「安心・安
全」
に開催可能なモデルをお示しできたのではないでしょうか。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、今後も継続してお手伝いさせて頂きます。
今回、お忙しい中会場へお越し頂きました皆様、また、オンラインでご参加頂きま
した皆様、ありがとうございました。

開催日／令和3年3月4日(木)
会 場／熊本城ホール
参 加／57名
（内WEB参加8名）

GPSによる位置情報を利用した音声ガイド機、熊本城
おもてなし武将隊音声ガイド
「武士が案内仕る。」です
が、熊本城バージョンの好評を受けVol2.を作成いたし
ました！
今回ご案内するエリアは水前寺成趣園。熊本城と並
ぶ観光地として、やはりこちらは外せません。水前寺
バージョンでは熊本城おもてなし武将隊より、園にゆかりのある細川忠
興・松井興長の2名が園内の見どころをご紹介いたします。主従関係で
もある2人のコンビネーションはばっちり。普段の見学だけではわから
ない意外な見どころがあることに気づかされますよ。想定散策時間は
約1時間です。
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「にぎわいと交流」の広場が完成
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案内サイン

植木温泉から感謝を込めて
「ほんの気持
ちです券」
の販売は終了いたしました。
期間中は多くの皆様のご購入・ご利用あ
りがとうございました。

熊本市西区春日３丁目１５−３０
（ＪＲ熊本駅構内）
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「熊本らしい」
水と緑のシンボルがある♪

バス・タクシー専用ゾーン

手押しポンプ

熊本が世界に誇る豊かな水を感じることがで

きる、大小２つの水景施設がお出迎え。夏場

には子どもたちが水遊びできる、憩いと安ら
い の 街 路 樹とつな がるように色 鮮やかな
木々を植栽。森の都の雰囲気を楽しめます。

3

※図はイメージです。実際には異なる場合があります。

「雨の日も安心！」
屋根でつながる歩行空間

シェルター
（上屋）
の下に置か
れたベンチは県産木材ででき

雨にぬれず日陰が連続する快適な動線を確保するため

ているんだって。他にも、
トイ

に、
シェルター
（上屋）
を整備。また、JRの駅舎と駅ビルの軒

レの壁や天井にも県産木材が

下を活用することで快適な動線がひとつにつながりまし

使われていて、ぬくもりに満ち

た。大きな荷物を持った観光客にもやさしい空間になって

た憩いの空間になっているよ。

います。
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「みんなに優しい」
トイレも完成
さまざまな意見を基にユニバーサルデザイン
を取り入れ、各種機能を配備した
「みんなに優

しい」
トイレが完成しました。男女および多目

的トイレの２棟を設置し、多目的トイレにはおむ
つ替え台やオストメイト対応の機器を配備して
います。

5

地下水をくみ上げる手押し

バス停を集約し、
「利便性」
を向上

ポンプにも注目！普段誰で

も使えるから、熊本の豊かな

地下水をより身近に感じるこ

観光や通勤、通学の発着拠点となるサブターミ

とができるよ。地震などが原

分散していたバス停を駅前広場前に方面別に

活用水としても使えるよ。

因で断水が起きたときは、生

ナルとしての利便性を高めるために、駅周辺に

※飲用水ではありません。

集約し、
７か所に整備しました。また、一般車と
バス・タクシーゾーンを分けることで安全性を
高め、
スムーズに乗り換えができます。

※4月1日
（木）
運用スタート
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「わかりやすい」案内サインを設置
「陸の玄関口」
として、初
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〒860-0041 熊本市中央区細工町
4丁目30番1号 扇寿ビル5階

URL https://www.kumamoto-icb.or.jp/
E-mail kumaconn@kumamoto-icb.or.jp

難者の一時避難場所としての利用や、ボランティアセ

ンターなど復旧・復興の活動拠点としての活用もでき

オープンスペース

水と緑

一般財団法人

事務所
移転しました

にぎわいや交流を創出します。また、災害時の帰宅困

在来線

1

バスのりば配置

TE L 096-359-1788
FAX 096-359-8520

オープンスペースでは、熊本駅ビルの屋根の下も含め

て、さまざまなイベントを開催することができ、駅前の

新幹線

皆さまからのご支援・ご協力 深く感謝申し上げます。

Kumamoto International Convention and Tourism Bureau

9

JR熊本駅ビル
4月23日開業予定

＜募金箱の設置期間＞ 令和２年７月７日
〜令和３年２月末日まで
＜募金箱の設置場所＞ 桜の馬場 城彩苑総合観光案内所
熊本城本丸お休み処
熊本城二の丸お休み処
熊本博物館ミュージアムショップ
＜寄
附
額＞
９５２，
１２９円
＜寄
付
先＞
一般社団法人 人吉温泉観光協会
「人吉球磨地域の観光復興応援金として」

熊本国際観光コンベンション協会

1

vol.

ます。

「熊本駅総合観光案内所」営業時間変更のお知らせ 〜４月１日より営業時間が変更になりました〜
変 更 日
営業時間
休
み

この春ついに完成！
！

令和２年７月豪雨により人吉球磨地域の観光施
設等が甚大な被害を受けたため、熊本国際観光
コンベンション協会が運営する観光案内所・売
店・お休み処に観光復興応援を目的とした募金
箱を設置し、人吉温泉観光協会へ寄附しました。

所／水前寺成趣園正門券売所
（熊本市中央区水前寺公園8-1）
話／096-383-0074
間／8：30〜17：00
（貸し出しは16：00まで）
金／1台800円
通／市電
「水前寺公園」
徒歩約3分

2021

Kumamoto International Convention and Tourism Bureau

熊本駅前広場が生まれ変わりました

令和２年７月豪雨災害による
観光復興応援金の寄附を行いました

水前寺バージョン

Spring

5

プリツカー賞を受賞したスゴ

イ人なんですよ！

能や路線図、主要観光地

への案内を表示したサイ
あります。さらに動線を

7

考慮し、分岐点に設置す

ることでスムーズな移動
ができます。

にし ざわりゅう え

界のノーベル賞」
と言われる

迷わないように、交通機

ンを主要箇所に設置して

設計を手掛けたのは西沢立衛
さんです。西沢さんは
「建築

めて訪れた人や観光客が

電 停・バ ス停 では 液 晶

ディスプレーに時刻表や

リアルタイムな運行情

報が表示されて便利！

時刻表は拡大表示や循

環表示もできるよ。

7

JRと市電の「乗り換えがスムーズ」
に
これまで、熊本駅前電停で降車した方から
「横断歩道利用のため
長時間立ち止まる必要があって、移動が不便」
という声を多くい

ただいていました。そこで、
電停南側に遮断機付きの横断帯を新設。
市電が通行するとき以外は自由に横断できるようになりました。
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天守閣復活

【展示内容】
〈地階：穴蔵空間〉
（入口：小天守、出口：大天守）
・小天守：エントランス、導入映像「熊本城天守閣」、石垣、井戸、石階段 など
本来は台所だった穴蔵について、カマドや板敷があった位置を平面で表示。
・大天守：情報コーナー、石垣 など
〈１階〉
「加藤時代」
名城 熊本城、清正の城づくり、熊本城の誕生、天守のつくり
（天守軸組模型）
、
天守のデザイン
（天守破風原寸模型・御上段模型）、シアター映像「難攻不落の
城」
「不屈の城」
「もっと知りたい！熊本城」
（触知模型、体験型コンテンツ） など

熊本城特別公開 令和3年4月26日

〈２階〉
「細川時代」
細川家の入城、城の維持管理、広がる城下（城郭・城下模型）、天守の使われ方、
（武器庫としての天守、熊本城の絵画、CG映像「藩主の登城」） など

※新型コロナ※感染症等の諸事情により変更となる場合があります。予めご了承ください。

〈３階〉
「近代」
熊本城の明治維新、西南戦争と熊本城、明治２２年熊本地震、天守の再建（宇土
櫓数修理、天守再建決定）、
シアター映像「昭和35年の天守再建」 など
〈４階〉
「現代」
よみがえる熊本城（修理と復元、平成28年熊本地震の被害と復旧）、
復興城主デジタル芳名板文化財復興支援金芳名録（熊本県） など
〈６階〉
展望エリア、
スマートフォンアプリのAR機能（明治初期の古写真）

熊本地震から5年。

料

特別公開
エリア

ご支援いただいた皆様のおかげで、

金

4/26(月)より下記料金に改訂となります。
高校生以上 : 800円、小・中学生 : 300円

2021年春、熊本城の象徴ともいえる天守閣がついに復活します。
天守閣からは、
復旧が進む城内と熊本の街並みが望めます。
400年を超える熊本城、
新しい歴史の幕開けです。

未就学児・熊本市内の小・中学生
熊本市内在住で65才以上:無料

公開時間

二の丸お休み処

9:00〜17:00(最終入園16:30)
感染拡大防止のお願い
・園内ではマスク着用をお願いします。
・接触確認アプリの活用または連絡先などの
記入提出(家族・団体等の代表者のみ)をお願
いします。
・混雑の状況によっては入場制限を行う場合が
あります。

詳しくは熊本城特別公開HPをご確認ください。

熊本城の最新情報はこちらをご覧ください

熊本城特別公開HP

熊本城公式ホームページ

https://castle Kumamoto guide. p/grand-unveiling/

熊本城

https://kumamoto-guide.jp/kumamoto-castle/

熊本地震から5年・復興祈念展

集う! 麦わらの色紙たち
漫画家・尾田栄一郎氏 直筆色紙6点特別公開
場 所／熊本県立美術館本館 第1展示室
期 間／4月3日(土)〜6月20日 (日)
休館日／月曜日 ※4月19日(月)は「障がいのある方々のため

の鑑賞デー」
として開館。
※4月27日 (火)〜5月9日 (日)は連続開館。

観覧料／無料

Ⓒ尾田栄一郎／集英社
問合せ先／
熊本県立美術館本館
〒860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸2番
TEL：096-352-2111/FAX：096-326-1512
URL：https://www.museum. pref. kumamoto.jp/site/museum

第17回 熊本城坪井川園遊会『大園遊会』〜肥後絵巻〜
場所／桜の馬場 城彩苑(親水空間特設舞台)
１２：３０〜、
１５：３０〜
（2回公演）
期日／５月１日
（土）
出演：そがみまこと仲間たち
５日２日
（日）
出演：寿咲亜似と語り座
５月３日
（月祝） 出演：福島竹峰社中
『歴史散策』
と料亭昼食会
５月４日
（火祝）
歴史散策／８:４０熊本駅前白川口集合
解散／城彩苑 コース／未定
昼食会／12：00〜予定 料亭／おく村
※事前予約が必要となりますので問合せ先までご連絡下さい

熊本城坪井川園遊会実行委員会事務局

問合せ先／TEL 096-279-4567

◎令和3年4月1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。

