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お　知　ら　せ

　天守閣特別公開を記念しまして当協会では、天守閣
内部の見どころをフロアごとに４回にわたってご紹介いたします。
　第4回目の今回は、6階「展望台フロア」とAR等を駆使した熊本城の新しい
楽しみ方についてです！
　6階展望台フロアでは、熊本城と熊本市の街並みを一望することができま
す。西側には金峰山、南側には新しくできた特別見学通路などを眺めることが
でき、復旧・復興が進む熊本城を取り囲む様々な景色が楽しめます。
　さらに、熊本城の新しい楽しみ方として、熊本城公式アプリをダウンロード
し、6階展望エリアにあるAR（拡張現実）マーカーにかざすと、現在の景色と、
明治初期に撮影された写真を重ねて眺めることができるほか、公式アプリで
各フロアにあるQRコードを読み込むと、天守閣常設展示の解説文や映像内容
について、音声や字幕で楽しむことができます。

　4回にわたってご紹介しました天守閣内部の見どころ、いかがでしたでしょうか。
　熊本城には、ここでは紹介しきれないほどの魅力がたくさんあります。皆様
も、ぜひ一度熊本城へ足を運んでいただき自分だけの見どころを発見して
みてはいかがでしょうか。お付き合いいただきありがとうございました。

　6月15日（水）～17日（金）、2年半ぶりに首都圏の学協会本部を対象に誘致
活動を行いました。
　学会や大会等を計画されている主催者の方々に今後の開催方針について
ヒアリングを行いました。
　現在も新型コロナウイルスの影響により現地での開催が減少していますが、
事態が収束した際にはぜひ現地で開催したいという意見も数多く伺いました。
※主な訪問先（団体名）
　一般社団法人日本物理学会
　一般社団法人日本教育心理学会
　一般社団法人日本総合病院精神医学会
　公益社団法人日本生化学会

　我 「々地域開発班」は今年の4月に発足した新しい班です。
　熊本の文化財施設や公的空間を利用した会議・レセプションプラン「ユニー
クベニュー」の開発と、アフターコンベンション等における「エクスカーションツ
アー」の造成・販売を大きなミッションとして、3名で鋭意活動中です。
　早速、5月にユニークベニューの先駆けである京都の二条城、姫路城の視察
に行って参りました。非常に参考になる話を聞く事が出来たのと同時に、熊本
にも両都市に負けていない素晴らしい素材が眠っている事を改めて認識致し
ました。これからはその素材をしっかりと磨き上げ、多くの方に熊本に来て頂
き、喜んでもらえる様な商品造りが出来るよう頑張って参ります。
　我々のミッションを成功させる為には、熊本の多くの方のご協力が必要不
可欠となります。今後とも、何卒ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

天守閣内部展示（6階展望フロア・内部）

天守閣内部公開（6階展望フロア・西側）

天守閣内部展示（6階展望フロア・南側） 熊本城公式アプリ

熊本博物館熊本博物館

●お問い合わせ　熊本博物館　TEL096-324-3500

夏季サタデーナイトミュージアム夏季サタデーナイトミュージアム

キッチンカーも
来るよ！

昨年度のナイトミュージアム
の様子
昨年度のナイトミュージアム
の様子

シニア料金は65歳以上 ・ 未就学児、障がい者手帳をお持ちの方は無料です

詳しくはこちら

コンベンション誘致活動報告

熊本博物館
2022年（令和4年）7月16日（土）～9月4日（日）
9：00～17：00（入場は16：30まで）
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

一　　般 ： 1,200円（前売1,100円）
シ  ニ  ア ： 1,000円（前売   900円）
高大学生 ：    900円（前売   800円）
小中学生 ：    600円（前売   500円）

料　　金会　　期
時　　間
休 館 日

世界の大翼竜展世界の大翼竜展

はじめまして、地域開発班です！

賛助会員新規ご加入紹介

●料飲・食事：㈱ゼネラリスト
●各種製造・卸・小売：㈲ギフト百貨　大黒屋
●金融・保険：FFG証券㈱　熊本支店
●警備・ビル管理：太平ビルサービス㈱

翼竜展グッズ紹介

「世界の大翼竜展」オフィシャルグッズや
恐竜グッズも販売します！

夏の熊本城夜間延長に伴い、博物館も土曜の夜に開館時間を延長します。
ナイトプラネタリウムの投映も行います。
夏の熊本城夜間延長に伴い、博物館も土曜の夜に開館時間を延長します。
ナイトプラネタリウムの投映も行います。
 期　間　7月30日（土）、8月6日(土) 
 時　間　9：00～21：00（最終入館20：30）
 場　所　熊本博物館
 入場料　一般………………400円
 　　　　大学生 ・ 高校生…300円
 　　　　小中学生…………200円
※未就学児、熊本市内の学校に通学する小中学生（名札
か生徒手帳所持者、くまはくミュージアムパスなど）、
障がい者手帳または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。

 申　込　不要　   ※「世界の大翼竜展」も21：00までご覧いただけます。

開催日 コンベンション名 主会場 参加予定者数
7月  1日（金）～7月  2日（土）第59回（令和4年度）九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会　水泳競技 熊本市総合屋内プール 230人
7月  2日（土）～7月  3日（日）第59回（令和4年度）九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会　陸上競技 えがお健康スタジアム 280人
7月  9日（土）～7月10日（日）第59回（令和4年度）九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会　ソフトテニス競技 パークドーム熊本 300人
7月16日（土）～7月18日（月）第７０回全九州高等学校水泳（競泳）競技大会 熊本市総合屋内プール 1,460人
7月16日（土）～7月18日（月）第２３回九州・中国ブロック高校選抜ラグビ－親善試合 熊本県民総合運動公園 565人
7月26日（火）～7月29日（金）第5回サテライトチャンピオンシップin大津 大津町運動公園 400人
7月29日（金）～8月  1日（月）MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr Tournament 2022 全国大会1st Stage 熊本ラウンド 熊本県民総合運動公園 他 1,920人
8月  3日（水）～8月  5日（金）第2回公立高校サッカー大会in大津 大津町運動公園 400人
8月  8日（月）～8月10日（水）2022年度（令和4年度）第65回九州学校農業クラブ連盟発表大会熊本大会 くまもと森都心プラザ 500人
8月22日（月）～8月23日（火）第９回九州地区高校生介護技術コンテスト くまもと森都心プラザ 70人
8月29日（月）～8月31日（水）フォーラム2022　衛生薬学･環境トキシコロジー 熊本城ホール 350人
9月  3日（土） 第22回日本内分泌学会九州支部学術集会 熊本城ホール 400人
9月  6日（火）～9月  9日（金）計測自動制御学会年次大会 2022 熊本城ホール 700人
9月  9日（金）～9月11日（日）第46回日本自殺予防学会 市民会館シアーズホール夢ホール 400人
9月18日（日）～9月19日（月）第81回九州山口薬学大会 熊本城ホール 3,500人
9月29日（木）～10月1日（土）
※上記掲載内容は、諸事情によって中止・延期等、変更になる場合があります。

※主なコンベンション開催予定

第44回建築士事務所全国大会（熊本大会） 熊本城ホール 1,300人

2022年（令和4年）7月～9月コンベンションカレンダー



 開催地　熊本市中心部一帯
 開催日　２０２２年（令和４年）８月５日（金） ・ ６日（土） ・ ７日（日）
 内　容　熊本の夏を盛り上げる一大イベントで“市民総参加型”が
　　　　 テーマ。メーンイベントは８月６日（土）１９時からの「おても
　　　　 やん総おどり」です。

詳しくは

※新型コロナウイルス感染症の状況により内容が変更となることがございます。

 公式ＨＰ　https://kumamoto-guide.jp/
　　　　　hinokunimatsuri/

●お問い合わせ　火の国まつり運営委員会事務局　〒860-8601 熊本市中央区手取本町１-１（熊本市役所イベント推進課内）　TEL096-328-2948

植木温泉から感謝を込めて
「ほんの気持ちです券」

水前寺本気（マジ）チケ水前寺本気（マジ）チケ

熊本市政令指定都市移行１０周年記念熊本市政令指定都市移行１０周年記念

火の国まつり火の国まつり

火の国まつり協賛イベント 

食の祭典

会場 ： 花畑広場

16：00～21：008月5日金
10：00～21：008月6日土
10：00～18：008月7日日

ビールやハイボール等の販売、熊本の食材を
活用したブース出店等

オープニングセレモニー
会場 ： サンロード新市街特設ステージ
　　　上通アーケード（一斉乾杯）

16：00～19：30（予定）8月5日金

熊本城おもてなし武将隊によるステージ、
一斉乾杯イベントなど

おばけを追っ払え！ おばけ調査隊
会場 ： 上通、下通、サンロード新市街
　　　各アーケード

10：30～14：00（予定）8月7日日

おばけに扮した子供たちが、おばけを追い払う
呪文を集めるため、各アーケード内のあちこち
に現れます。会場でおばけの子供たちを見かけ
たら、拍手で応援してね。

火の国Dance Splash 2022
会場 ： サンロード新市街特設ステージ

　　　桜の馬場城彩苑親水空間特設
　　　ステージ

11：00～12：00／14：30～17：00

10：00～16：00

8月6日土

子どもからおとなまで、さまざまなダンスを
披露。参加は約80チーム。おてもやん総おどり

会場 ： 熊本市役所前交差点～
　　　水道町交差点（電車通り）

19：15～20：40（予定）8月6日土

総勢約2,500人の個性豊かなおどり団体の衣装や
振り付けが、熊本の夏を盛り上げます。

メインステージエリア

会場 ： サンロード新市街 一帯

16：30～19：30（予定）8月5日金
11：00～18：008月6日土
11：00～17：008月7日日

演技演奏ステージやARスポーツ体験ブース
も予定

スポーツの祭典

会場 ： 下通アーケード 一帯

12：00～18：008月6日土
11：00～17：008月7日日

スポーツ体験ブース（バスケット、サッカー、ゴ
ルフ等）またｅスポーツブースも予定

遊びの祭典

会場 ： 上通アーケード 一帯

12：00～18：008月6日土
11：00～17：008月7日日

縁日にちなんだブースを設置

火の国まつり

8月5日金～8月7日日

第45回

植木温泉から感謝を込めて「ほんの気持ちです券 第３弾」を8月
1日（月）から販売します！植木温泉観光旅館組合に加盟する5施設
で使える6,000円分のプレミアム券を5,000円で販売します。
立ち寄り湯やご宿泊にぜひご利用ください。
1冊あたり ： 500円券×12枚（合計6,000円分）
　　　　　 ※お一人様10冊まで購入可能
販売冊数 ： 1,000冊（無くなり次第終了となります）
有効期限 ： 2023年（令和5年）1月31日（火）
販売場所 ： 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）　

水前寺地区の9団体がタッグを組み、飲食店やスーパー、お土産店など159
店舗で使用できる12,000円分のプレミアム券を10,000円で販売いたします!!
今回も、新型コロナウイルス感染対策としてハガキによる申し込みとなります
ので、皆様のご応募を心よりお待ちしております。応募等の詳細については
近日中に、当協会HPに掲載いたしますので、そちらをご覧ください。
※申し込み多数の場合は抽選となりますので、予めご了承ください。また、
当選者の方にのみ引換ハガキをお送りいたします。

水前寺参道商店会、水前寺観光商栄会、水前寺グラウンド通り商栄会、国府繁栄会、水前寺駅通り商栄会、
競輪場通り商栄会、出水ふれあい通り出水商栄会、県庁正門通り繁栄会、新水前寺にぎわせ隊

ホテル組合プレミアム付き利用券第２弾

ご好評により、『プレミアム付き利用券 第2弾』の販売をおこないます！
熊本市観光旅館ホテル協同組合、熊本市旅館ホテル組合、熊本県ホテル協会に加盟する
施設で使える12,000円分のプレミアム券を10,000円で販売します。宿泊や飲食は
もちろん、おせちやお土産の購入にもご利用いただけます！ぜひ、ご活用ください！
1冊あたり ： 1,000円券×10枚、500円券×4枚（合計12,000円分）
販売冊数 ： 2,650冊（無くなり次第終了となります）
有効期限 ： 2022年（令和4年）12月31日（土）
販売開始日 ・ 販売場所 ： 未定
※詳細については近日中に、当協会HPに掲載いたしますので、そちらをご覧ください。

「水前寺わいわいサンデー」開催決定！

を販売いたします！

大好評により 第４弾 販売決定!!使える店舗どんどん増えています!

を販売いたします！

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夕涼みツアー

熊本城「おもしろ」おばけナイト熊本城「おもしろ」おばけナイト
水前寺成趣園参道にて縁日や物販を開催！
夏休み期間中の思い出づくりに、ぜひご来場ください。
日時 ： 8月7日（日）11：00～16：00
場所 ： 水前寺成趣園参道（熊本市中央区水前寺公園4-2）
催事 ： 縁日（水前寺名物大鯛どっこい、射的など）、物販（ラムネ、お菓子など）を予定
※新型コロナウイルス感染症の状況や天候により、内容を一部変更（中止）する
　場合があります。

夏休み期間にあわせ、熊本城開園時間を延長します。様々なイベントも実施し
ます！ みなさまのお越しをお待ちしています。
期　間 ： 7月22日(金)～8月末までの金・土・日・祝および8月15日（月）
　　　　計20日間
時　間 ： １７：00～21：00（最終入園20：30）
入場料 ： 高校生以上 ： 800円　小 ・ 中学生 ： 300円

夏休み期間にあわせ、熊本城開園時間を延長します。様々なイベントも実施し
ます！ みなさまのお越しをお待ちしています。
期　間 ： 7月22日(金)～8月末までの金・土・日・祝および8月15日（月）
　　　　計20日間
時　間 ： １７：00～21：00（最終入園20：30）
入場料 ： 高校生以上 ： 800円　小 ・ 中学生 ： 300円

※火の国まつり期間中の8月5日（金）～8月7日（日）を除く
時　間 ： １７：30～（５０分間程度）
参加人数 ： ２０人／回（事前申し込み制／詳しくは「熊本城おもてなし武将隊」
　　　　　　　　　　HPをご確認下さい。）
参加料 ： 無料（入園料が必要です）
　　　　参加者にはノベルティプレゼント

※火の国まつり期間中の8月5日（金）～8月7日（日）を除く
時　間 ： １７：30～（５０分間程度）
参加人数 ： ２０人／回（事前申し込み制／詳しくは「熊本城おもてなし武将隊」
　　　　　　　　　　HPをご確認下さい。）
参加料 ： 無料（入園料が必要です）
　　　　参加者にはノベルティプレゼント

時　間 ： 7月23日(土)～8月28日(日)
場　所 ： わくわく座
内　容 ： 忍者に変身して、熊本城とわくわく座を

楽しもう！クイズやスタンプラリーなどの
忍者修行に挑戦。夜間開館限定のイベ
ントや大好評のワークショップも開催。
詳細はホームページをご覧ください。

費　用 ： 入館料　※忍者衣装は別途500円

時　間 ： 7月23日(土)～8月28日(日)
場　所 ： わくわく座
内　容 ： 忍者に変身して、熊本城とわくわく座を

楽しもう！クイズやスタンプラリーなどの
忍者修行に挑戦。夜間開館限定のイベ
ントや大好評のワークショップも開催。
詳細はホームページをご覧ください。

費　用 ： 入館料　※忍者衣装は別途500円

期　間 ： 7月23日(土)～8月27日(土)
　　　　期間中の毎週土曜日
時　間 ： 17：00～20：00
場　所 ： 城彩苑全体
内　容 ： 縁日ゲーム、ステージイベント、屋

台グルメなど家族みんなで夕涼
みのひとときをお楽しみ下さい。

期　間 ： 7月23日(土)～8月27日(土)
　　　　期間中の毎週土曜日
時　間 ： 17：00～20：00
場　所 ： 城彩苑全体
内　容 ： 縁日ゲーム、ステージイベント、屋

台グルメなど家族みんなで夕涼
みのひとときをお楽しみ下さい。

夏の夜の天守閣前広場にあやしい空間が出現！
おもしろこわ～いお話が聞けるよ。
催行日 ： 8月11日（木・祝）～14日（日）、19日（金）、
　　　　20日（土）、26日（金）、27日（土） 計8回 
　　　　※雨天の場合は内容変更を行う可能性があります。
時　間 ： 19：30～（15分程度）、20：00～（15分程度）
会　場 ： 熊本城天守閣前広場（入園料が必要です）

夏の夜の天守閣前広場にあやしい空間が出現！
おもしろこわ～いお話が聞けるよ。
催行日 ： 8月11日（木・祝）～14日（日）、19日（金）、
　　　　20日（土）、26日（金）、27日（土） 計8回 
　　　　※雨天の場合は内容変更を行う可能性があります。
時　間 ： 19：30～（15分程度）、20：00～（15分程度）
会　場 ： 熊本城天守閣前広場（入園料が必要です）

わくわく座 夏休みイベント

夏の夜間開園
期　日 ： 7月23日（土）、30日（土）、8月6日（土）、
　　　　13日（土）、14日（日）、20日（土）、27日（土）
　　　　《入場門は動物園側正門、植物園側西門のみ》
～イベントスケジュール～みんな遊びに来てね！！
　★やぎとのふれあいタイム（18：00～19：00）
　★ゾウの訓練ガイド（18：00～）
　★ペンギンのもぐもぐタイム〈ガイド付き〉（18：30～18：45）
　7月23日（土）、8月6日（土）、20日（土）、27日（土）のみ
　★オタリアのもぐもぐタイム〈ガイド付き〉（19：00～）
　7月30日（土）、8月13日（土）、14日（日）のみ
　★シシオザルのもぐもぐタイム〈ガイド付き〉（19：00～）
　7月30日（土）のみ
　♪熊本市消防音楽隊による演奏（19：00～）
　※イベントについては動植物園のホームページをご覧ください
入園料 ： 大人・高校生 ： 500円、小・中学生 ： 100円、幼児 ： 無料

遊戯施設は
20：45まで運行

夜間
開園時間

9:00～21:00
（入園は20:30まで）

第 ３ 弾

　熊本市内へ来られた方を対象に、下記のとおり観光アンケートを実施して
おります。熊本市の観光をより良いものにし、今後の観光事業に活かすため、
ぜひ多くの皆様の声をお聞かせください！
調査場所：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・熊本市動植物園売店・桜の馬場城彩苑総合観光
案内所・熊本駅総合観光案内所　他

回答方法：調査票またはQRコード読み取りによるWEB回答
特　　典：上記 6 か所のいずれかで WEB 回答終了画面を

ご提示いただきますと、素敵な熊本城オリジナル
ポストカードをプレゼント!!

熊本市観光アンケートにご協力ください！

●お問い合わせ　熊本城総合事務所　TEL096-352-5900

●お問い合わせ　熊本城ミュージアムわくわく座　TEL096-288-5600

●お問い合わせ　熊本市動植物園　TEL096-368-4416●お問い合わせ　TEL090-8838-3869

熊本城わくわく忍者学園熊本城わくわく忍者学園

城彩苑夜市城彩苑夜市

１冊あたり ： 1,000円×6冊、500円×12冊
　　　　　 （合計12,000円分）
　　　　　 ※お一人様10冊まで購入可能
販売冊数 ： 7,950冊（無くなり次第終了となります）
有効期限 ： 2022年（令和4年）9月10日(土)～
　　　　　 2022年（令和4年）12月31日(土)

大好評により 第４弾 販売決定!!使える店舗どんどん増えています!

参加団体
●お問い合わせ　熊本国際観光コンベンション協会　TEL096-359-1788

●お問い合わせ　植木温泉観光旅館組合　TEL096-274-6830

●お問い合わせ
　熊本国際観光コンベンション協会　TEL096-359-1788


