
【主　　催】　一般財団法人  熊本国際観光コンベンション協会 ／ 株式会社日本旅行
【お問合せ】　熊本県内周遊促進業務運営事務局　TEL.096-223-7325　kumahaku@nta.co.jp

Instagram
フォトコンテスト

#くま泊フォトコン

令和4年10月8日(土)
～11月6日(日)

開催
期間

旅して
揃える ここからここからスタート！スタート！

初級 …… ①熊本市内
中級 …… ②宇城・天草 ③上益城・八代 ④玉名・鹿本 

　　 ⑤菊池・阿蘇 ⑥芦北・球磨

上級 …… ⑦１０地域 
（宇城・天草・上益城・八代・玉名・鹿本・菊池・阿蘇・芦北・球磨）

ビンゴシートは全7種類!

ビンゴゲーム

景観賞 … 3名
１万円相当の
カタログギフト

美味しい物賞 … 3名
１万円相当の
カタログギフト

遊ぶ人賞 … 3名
１万円相当の
カタログギフト

グランプリ … 1名
３万円相当のカタログギフト３万円相当のカタログギフト

①熊本の景観
　自然の絶景、観光名所、建物などを含む写真
②熊本の美味しい物
　県内各地の熊本を感じる食べ物、飲み物を含む写真
③熊本で遊ぶ人
　楽しく熊本で遊ぶ「ファミリー」「子供」「グループ」
　「一人旅」を含む写真

「熊本の秋」をコンセプトにした3つのテーマ

テーマ

賞  品

※画像はイメージです。

景  品

※画像はイメージです。

・抽選で950名の方・抽選で950名の方
・上級シートをコンプリートした方（先着50名）・上級シートをコンプリートした方（先着50名）

※「くま博」の会場（アミュひろば・花畑広場）を含むビンゴを
　達成した方には、先着でオリジナルグッズをプレゼント！
※「くま博」の会場（アミュひろば・花畑広場）を含むビンゴを
　達成した方には、先着でオリジナルグッズをプレゼント！

『熊本県の特産品がもらえる
カタログギフト』をプレゼント！
『熊本県の特産品がもらえる
カタログギフト』をプレゼント！

合計
1,000名の

方に
令和4年10月8日(土)
～11月6日(日)

開催
期間

くまなく、くまもと。おトクにくま泊！キャンペーンくまなく、くまもと。おトクにくま泊！キャンペーン

熊本市内への宿泊と県内各地の体験・グルメがセットになった

お得なプラン
熊本市内への宿泊と県内各地の体験・グルメがセットになった

お得なプラン

熊本県への旅行で

割
引！！
引！！今だ け

熊本
をぐるっと満喫！

5,0005,000円円
割

5,000
販売期間、旅行会社等の詳細は
WEBサイトでチェック！
販売期間、旅行会社等の詳細は
WEBサイトでチェック！
https://kumahaku.kumamoto-guide.jp/https://kumahaku.kumamoto-guide.jp/

申込方法

割引料金

対象者

・各販売旅行会社に直接お申し込みください。・各販売旅行会社に直接お申し込みください。

・日本国内に居住されている方
・ワクチン３回接種済証、又は検査結果通知書の提示ができる方
・旅行後にWEBアンケートに回答していただける方

・日本国内に居住されている方
・ワクチン３回接種済証、又は検査結果通知書の提示ができる方
・旅行後にWEBアンケートに回答していただける方

・1人1泊あたり5,000円割引・1人1泊あたり5,000円割引

対象
期間 10月8日～11月6日10月8日～11月6日土 日

※新型コロナウイルスの感染状況などにより変更となる場合があります。※新型コロナウイルスの感染状況などにより変更となる場合があります。

対象期間中はフォトコンテストとデジタルスタンプラリーも同時開催！詳細はWEBでチェック！対象期間中はフォトコンテストとデジタルスタンプラリーも同時開催！詳細はWEBでチェック！

１１月7日(月)チェックアウトまで１１月7日(月)チェックアウトまで

　現在、二の丸広場側から工事用スロープを経由して天守閣へ向かう「北ルート」と、特別見学通路を経由して天守閣へ向かう「南ルート」の二つ
の公開ルートがあります。
　今秋の宇土櫓復旧工事に伴い、10月1日（土）以降、日曜日と祝日を除き、北ルートの一部（西出丸から平左衛門丸まで）が通行できなくなります。
　詳しくは、右記QRコードよりコンベンション協会HPをご覧ください。
※数寄屋丸前のトイレの利用は可。南ルートは、これまで通り通行制限はありません。ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いします。

熊本城特別公開ルートの一部通行制限について

開催日 コンベンション名 主会場 参加予定者数

※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2022年（令和4年）10月～12月コンベンションカレンダー
10月  1日（土）～10月  3日（月）日本民俗学会　第74回年会 熊本大学黒髪キャンパス 224人
10月  7日（金）～10月  8日（土）第76回国立病院総合医学会 熊本城ホール 6,000人
10月13日（木）～10月14日（金）倉庫業青年経営者協議会  第１５９回全体会 ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 60人
10月21日（金）～10月22日（土）第7回JCHO地域医療総合医学会 熊本城ホール 2,011人
10月22日（土） 第49回産業中毒・生物学的モニタリング研究会 くまもと県民交流会館パレア 60人
10月23日（日） 第17回瘢痕ケロイド研究会 市民会館シアーズホーム夢ホール 120人
10月24日（月）～10月27日（木）コンピュータセキュリティシンポジウム2022 熊本城ホール 560人
10月31日（月）～11月  2日（水）第23回 熊本エイズセミナー くまもと県民交流会館パレア 100人
11月  1日（火）～11月  4日（金）第66回宇宙科学技術連合講演会 熊本城ホール 1,100人
11月  4日（金）～11月  5日（土）日本蘇生学会 第41回大会 市民会館シアーズホーム夢ホール 400人
11月10日（木）～11月11日（金）第145回無機マテリアル学会学術講演会 熊本市国際交流会館 110人
11月10日（木）～11月11日（金）火薬学会2022年度　秋季研究発表会 熊本大学黒髪南キャンパス 100人
11月10日（木）～11月11日（金）第66回九州地区高等学校国語教育研究大会熊本大会 くまもと森都心プラザ 300人
11月10日（木）～11月11日（金）令和4年度九州地区JA助けあい組織実践交流集会 ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 120人
11月12日（土）～11月13日（日）日本機械学会 第100期 流体工学部門 講演会 熊本大学黒髪キャンパス 360人
11月12日（土）～11月13日（日）九州木材青壮年連合会　九州会員熊本大会 熊本ホテルキャッスル 176人
11月18日（金） 九州小学校生活科・総合的な学習の時間教育研究協議会熊本大会 熊本市立日吉東小学校 200人
11月18日（金）～11月19日（土）第9回JCRベーシックリサーチカンファレンス くまもと県民交流館パレア 250人
11月24日（木）～11月26日（土）第63回日本先天代謝異常学会総会 熊本城ホール 410人
12月  1日（木）～12月  2日（金）第38回大学等環境安全協議会技術分科会 熊本市国際交流会館 200人
12月  2日（金）～12月  3日（土）第120回日本消化器病学会九州支部例会 第114回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 熊本城ホール 1,320人
12月  2日（金）～12月  4日（日）第61回 電子スピンサイエンス学会年会(SEST2022) 市民会館シアーズホーム夢ホール 250人
12月  3日（土） 第82回九州消化器内視鏡技師研究会 熊本市国際交流会館 1,000人
12月  7日（水）～12月  9日（金）第51回日本免疫学会学術集会 熊本城ホール 2,000人
12月16日（金）～12月18日（日）第8回全日本9人制バレーボールトップリーグ(男子) 熊本県立総合体育館 500人

　熊本の観光に役立つパンフレットが無料で手に入るって
知っていましたか？
　グルメ・歴史・体験など様々なジャンルのパンフレットが
コンベンション協会のホームページからお申込み可能で
す（送料無料）。旅のお楽しみにぜひご活用ください！詳し
くはホームページをご覧ください。

※パンフレットによっては、
お申込み可能な部数を
制限させていただくこと
がございますので、あら
かじめご了承ください。

パンフレット請求フォームのご案内

賛助会員新規ご加入紹介

●イベント・広告代理：㈱キョードーファクトリー
●印刷・出版：㈱松本コロタイプ光芸社
●宿泊施設：公立高校共済組合熊本宿泊所
　　　　　水前寺共済会館グレーシア
●宿泊施設：KOKO HOTEL Premier 熊本

　熊本国際観光コンベンション協会ホームページは、魅力ある熊本市の多様
な観光情報を発信しております。このホームページに広告枠を設け、広告を募
集します。
　観光情報と共に企業様・団体様のPRされたい情報を載せてみませんか？
　詳しくは、コンベンション協会HPをご覧ください。

コンベンション協会ホームページの
バナー広告を募集します！

●お問い合わせ　桜の馬場城彩苑総合観光案内所　TEL096-322-5060
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※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。

プレミアム付き利用券 一般販売
ご好評により、『プレミアム付き利用券 第2弾』の一般販売をおこないます！
熊本市内の加盟店舗で使える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、ご利用ください！
販 売 冊 数 ： 700冊（令和4年9月22日時点）※無くなり次第終了となります。
有 効 期 限 ： 令和5年1月31日（火曜日）
販売開始日 ： 令和4年9月8日（木曜日）
販 売 場 所 ： 桜の馬場城彩苑総合観光案内所
※加盟店舗は当協会のHPをご確認ください。 ●お問い合わせ   熊本国際観光コンベンション協会　TEL096-359-1788

第２弾

約1100年もの間受け継がれてきた県重要無形文
化財「武田流騎射流鏑馬」。熊本城を背景に駆ける
雄姿はここでしか見られない貴重な伝統行事です。
会　場 ： 熊本城二の丸広場（無料）
日　時 ： 令和4年10月30日（日曜日）
　　　　10：30～12：00　※荒天中止

約1100年もの間受け継がれてきた県重要無形文
化財「武田流騎射流鏑馬」。熊本城を背景に駆ける
雄姿はここでしか見られない貴重な伝統行事です。
会　場 ： 熊本城二の丸広場（無料）
日　時 ： 令和4年10月30日（日曜日）
　　　　10：30～12：00　※荒天中止

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

熊本城流鏑馬

●お問い合わせ　熊本城総合事務所（お城まつり運営委員会）　TEL096-352-5900

わくわく座の大好評コンテンツ『熊本城VR』。江戸時代と震災前の熊本城の姿を大迫力の映像で再現し、石
垣の迫力や城の役割を臨場感たっぷりに体感できます。このVRを使った、スタッフのライブ解説は必見！熊
本城特別見学通路の見どころや、復旧の最新情報を紹介します。お城見学とあわせてぜひご覧ください。
期　日：毎日上映
料　金：入館料（大人300円、子ども（小・中学生）100円）

わくわく座の大好評コンテンツ『熊本城VR』。江戸時代と震災前の熊本城の姿を大迫力の映像で再現し、石
垣の迫力や城の役割を臨場感たっぷりに体感できます。このVRを使った、スタッフのライブ解説は必見！熊
本城特別見学通路の見どころや、復旧の最新情報を紹介します。お城見学とあわせてぜひご覧ください。
期　日：毎日上映
料　金：入館料（大人300円、子ども（小・中学生）100円）

共通入園券がオススメです！
2館共通入園券【熊本城・わくわく座】（大人850円、子ども（小・中学生）300円）
3館共通入園券【熊本城・わくわく座・熊本博物館】（大人1,100円、子ども（小・中学生）400円）

共通入園券がオススメです！
2館共通入園券【熊本城・わくわく座】（大人850円、子ども（小・中学生）300円）
3館共通入園券【熊本城・わくわく座・熊本博物館】（大人1,100円、子ども（小・中学生）400円）

熊本城の見どころと最新情報をスタッフがライブ解説！
『熊本城VR（バーチャルリアリティ）』上映中

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

熊本城
見学の前に
必見

お 

得

熊本市内の小・中学生は無料
※名札又は生徒手帳持参の場合入園料 ： 大人・高校生 ： 500円、小・中学生 ： 100円、幼児 ： 無料

ローカルヒーローと
遊ぼう!

  ８日・・・琉神マブヤー
  ９日・・・グランパワーヒノクニ
10日・・・郷熊戦煌ジュグリッター

県内外のかっこいいローカル
ヒーローが日替わりでやってくる！

（中央ステージ）
コケテラリウムでミニ動植物園つくり

10月8日（土曜日）～10月10日（月曜日・祝日）

※1回30分程
時間：①11：30～　②13：00～　③14：30～

ガラスの瓶の中に「私だけの小さな動植物園」をつくろう！

スマートフォンスタンプラリー
園内にQRコードが入ったパネルを設置。
チェックポイントでスタンプを獲得しながら
8ヶ所全てのスタンプを集めましょう！

●お問い合わせ　熊本市動植物園　TEL096-368-4416
※詳細はホームページをご確認ください。　※都合により時間など一部イベント内容を変更する場合がありますのでご容赦ください。

動物ゾーン 8～10日

イベント案内

植物ゾーン 8～10日

動物に餌やりをするシーンが見られる「モグモグタイム」をはじ
め、飼育員が動物の生態系などを説明する「動物ガイド」も充実！

期間中は「キッチンカー」や
人気の「わたがし屋さん」がやってきます！
【日替わり出店予定】
•ビーフwithライス
•タピオカドリンク
•クレープ
•ソフトクリーム

●動物たちにカボチャのプレゼント＆
　動物ガイド
●松本副園長のツアーガイド
●秘密の合言葉を言うとプレゼントが貰える
●仮装隊と写真撮影
●ハロウィン仕様のステージで記念撮影

●動物たちにカボチャのプレゼント＆
　動物ガイド
●松本副園長のツアーガイド
●秘密の合言葉を言うとプレゼントが貰える
●仮装隊と写真撮影
●ハロウィン仕様のステージで記念撮影

15万本のコスモスが咲き誇る大花壇が登場！
花と緑の展示会をはじめ、押し花の手作り体験コーナーや学び・
遊びのコーナー、秋の植木市など多数の催しを行います。

ジャズピアニストである野本秀一さんをお呼びして、秋の恒例行事「お月見コン
サート」が開催されます。このお月見コンサートは3年振りの開催となっており、野
本秀一さんによる素敵なジャズ演奏とともに綺麗な月を見ることのできるロマン
チックな夜となります。水前寺での貴重なコンサートをぜひお楽しみください。
会　場 ： 水前寺成趣園　能楽殿
日　時 ： 令和4年10月10日（月曜日・祝日）
　　　　18：00開場　※申込不要
　　　　18：30開演（20：00終了予定）

ジャズピアニストである野本秀一さんをお呼びして、秋の恒例行事「お月見コン
サート」が開催されます。このお月見コンサートは3年振りの開催となっており、野
本秀一さんによる素敵なジャズ演奏とともに綺麗な月を見ることのできるロマン
チックな夜となります。水前寺での貴重なコンサートをぜひお楽しみください。
会　場 ： 水前寺成趣園　能楽殿
日　時 ： 令和4年10月10日（月曜日・祝日）
　　　　18：00開場　※申込不要
　　　　18：30開演（20：00終了予定）

アミュひろば
10/８（土）
10/９（日）
10/10（祝）
10/11（火）
10/12（水）
10/13（木）
10/14（金）
10/15（土）
10/16（日）
10/17（月）
10/18（火）
10/19（水）
10/20（木）
10/21（金）
10/22（土）
10/23（日）
10/24（月）
10/25（火）
10/26（水）
10/27（木）
10/28（金）
10/29（土）
10/30（日）
10/31（月）
11/１（火）
11/２（水）
11/３（祝）
11/４（金）
11/５（土）
11/６（日）

くまもと
MUSIC＆ARTフェス

KUMAMOTO
OUTDOOR Day

くまもとカレーフェス

くまもと
レイルウェイフェス

くまもとスイーツ博覧会

くまもと物産フェア

くまもとパンフェス

熊本総踊り

花畑広場

TKUの日
2022

みずあかり

100円
BEER FES

熊本
マチナカ
音楽祭

ふれあいフェスティバル

RKKまつり

くまもとハロウィン2022
くまもと物産フェア（29日・30日）

くまフェス2022

まちなかで開催される楽しいイベントをご紹介!

●10月8日（土曜日）・9日（日曜日） 午後6時～10時
　皆さんの「希望の光」になるように、3年ぶりに「みずあか
り」が帰ってきます。延べ6,000人のボランティアの手で
大切に制作された、竹灯籠の幻想的な光で癒やされてくだ
さい。

第17回 熊本暮らし人まつりみずあかり

●10月8日（土曜日）・9日（日曜日）午前10時～午後８時
　10日（月曜日・祝日）午前10時～午後5時

動した連と」りかあずみ「。活復が」日のUKT「にりぶ年3　
大型飲食ブースやeスポーツ体験などのアトラクションが
盛りだくさんです。TKUの人気番組の生中継もあります。

TKUの日2022

●10月15日（土曜日）午前10時～午後８時
　16日（日曜日）午前10時～午後6時
　3年ぶりにRKK熊本放送が新たなリアルイベントを開催。
さまざまなアトラクションやRKKの人気番組が会場を盛り
上げます。

RKKまつり

●10月21日（金曜日）～23日（日曜日）正午～午後８時
入し、購をプッカ用専。催開を」スェフルービ円001「、るめ飲がルービで円001杯１　

おいしいビールを飲もう。 100円ワインフェス、ハイカラフェスも同時開催。

100円 BEER FES

●10月25日（火曜日）～27日（木曜日） 午前10時～午後2時（予定）
　熊本市内の公民館で学習活動をし
ている皆さんが、花畑広場の特設ステ
ージを舞台に、日頃の活動成果を披露
します。歌や演奏、踊りなどの多彩なプ
ログラムをお楽しみください。

ふれあいフェスティバル

日（日）は「くまもと物産フェア」も同時開催。

●10月29日（土曜日）～31日（月曜日） 午前11時～午後８時
　  ※31日はパネル展示のみの予定

　「食べて、遊んで、学んで、知って、広める」がコンセプトのくま
もとハロウィン。今年は、お化け屋敷もあるよ。29日（土）、30

くまもとハロウィン2022～秋の収穫祭～

●11月5日（土曜日）午前10時～午後５時半
　11月6日（日曜日）午前10時～午後５時

くまフェス2022

　マンガ・アニメなどの
ポップカルチャーをテー
マにしたイベント。人気
声優さんのトークショー
やアニソンアーティスト
ライブ、痛車展示も。

●10月21日（金曜日）午後６時～８時
　22日（土曜日）・23日（日曜日）午前11時～８時
　21日には学生・社会人による前夜祭を開催！22、
23日は、地元ミュージシャンはもちろん、ゲスト出演
のアーティストが音楽で会場を熱く盛り上げます。

熊本マチナカ音楽祭

花畑広場
熊本城と庭つづき まちの大広間 秋の風物詩の「みずあかり」や、旬の味覚を堪能できる食のイ

ベント、音楽、カルチャー、アウトドア、スポーツまで、多彩なラ

インアップ。お得な移動手段を使って、まちなかを遊びつくそ

う。会場では、県内地域の魅力に触れ合うブースも登場！

最後に肩を組んで笑ったのは、いつだっただろう。
私たちは、もうずいぶん長い間、人とのふれあいを制限されてきました。
だからこそ、こうして、ふれあうことの喜び、人と人とのつながりの大切さに、
あらためて気づかされたのではないでしょうか。
これからも制約は続くでしょう。でも少しずつ、世の中が前へ進んでいること
も事実です。

そんな中、九州の真ん中にあって、どこからでも訪れやすいここ熊本が、
今できること。
それは、みんなにとっての「広場」になることかもしれません。
いろいろな楽しさや賑わいを生み出し、そこに集うたくさんの人々を受け
入れる。
そんな開かれた「広場」こそ、いま世の中が求めていることかもしれません。

会いたい。笑いたい。そんな思いを叶えたい。

なので、始めます。熊本の素敵なことを探し、集め、余すことなく楽しんでもらう
１ヶ月。
旗を振るのは、われらが「くまモン」。熊本からすべての人へ、くまなく、届けて
いきたい。
そんな思いで開催します。2022年秋、ついに開幕です。

●11月2日（水曜日）・3日（木曜日・祝日）
　午前11時～午後５時
　熊本県内の人気ベーカリーが出店する
「くまもとパンフェス」。各ベーカリー自慢の逸
品がズラリと並ぶので食べ比べを楽しんで。

くまもとパンフェス

●10月8日（土曜日）～10日（月曜日・祝日）
　午前10時～午後６時
　熊本で活動するアーティストたちの祭典
を初開催。ステージでは音楽やパフォーマン
スの披露、会場内ではA r t i s t S p o t 
KUMAMOTO登録メンバーによるワーク
ショップブースを展開。

くまもとMUSIC&ARTフェス

●11月5日（土曜日）・6日（日曜日）
　午前11時～午後７時
　熊本各地で開催される踊りが象徴的な
祭りが大集合。山鹿灯籠踊りや牛深ハイヤ
祭りなどを鑑賞ください。

熊本総踊り

●10月14日（金曜日）～16日（日曜日） 午前11時～午後６時
　熊本県には、自然やアウトドアを楽しめる観光地がたくさん。その魅力をより
楽しめるように、アウトドアグッズの展示販売や魚のつかみ取り体験ができま
す。さらに近年人気のスケートボード体験やサイクリング体験ブースも登場。

KUMAMOTO OUTDOOR Day

●10月29日（土曜日）午前11時～午後6時
10月30日（日曜日）午前10時～午後５時

　県内各地から約80事業所が出展。ステージイベントもあります。

くまもと物産フェア

●10月22日（土曜日）・23日（日曜日）
　午前10時～午後4時
　熊本の鉄道会社が大集合し、鉄道備品の
特別販売会や沿線地域の魅力を発信。JR九州
ミニトレインもやってくる！

くまもとレイルウェイフェス

●10月18日（火曜日）・19日（水曜日）
　午前11時～午後６時
　熊本の人気カレー店が限定オープン。
ぜひ自分好みのカレーを見つけて。

くまもとカレーフェス

●10月25日（火曜日）～27日（木曜日）
　午前11時～午後６時
　熊本県内の和洋さまざまなスイーツが
やってきます。

くまもとスイーツ博覧会

熊本の玄関口にあるにぎわい交流空間

アミュひろば

まちなかを遊びつくそう！
　11月5日（土）は、熊本県内バス・
電車の子ども運賃が無料（大人
100円）になります。対象は熊本県
下路線バス（５社）、熊本電鉄、熊本
市電。路線バスの一部路線は対象
外です。

11月5日はバス・電車がお得
分「」く安「」く早「を停スバの地街市心中　

かりやすく」結ぶ、まちなかループバス。
　10月1日から利用できる
エリアが拡大し、さらに使い
やすくなった「チャリチャリ」。
イベント会場周辺のポートを
利用する方には、お得なキャ
ンペーンを実施します。

まちなかループバス Chari Chari（シェアサイクル）

詳しくは
コチラから ▼

詳しくは
コチラから ▼

詳しくは
コチラから ▼

江津湖周辺でのタイアップイベント
Sakuraki Family Flea Market & Marche Vol.7
●開催日程：10月2日（日曜日）

江津湖みなも祭り
●開催日程：10月15日（土曜日）・16日（日曜日）

江津湖Living
●開催日程：10月23日（日曜日）

※詳細は市のホームページをご覧ください。

●お問い合わせ　くま博事務局（JR九州エージェンシー㈱ 熊本支店内）
　　　　　　　　TEL096-359-7918（平日 ： 10：00～17：00）


