
熊本城宇土櫓（五階櫓）の熊本城宇土櫓（五階櫓）の
解体保存工事がはじまりました解体保存工事がはじまりました
　２０１６年の熊本地震で被災した国指定重要文化財である宇土櫓（五階櫓）の解体保存工事
が始まりました。
　宇土櫓は、慶長年間の創建とされ、築城当時からの姿を遺す３層５階・地下１階の多層櫓で
す。熊本地震により、五階櫓においては柱や床の傾き、内外壁の破損等の被害を受け、続櫓部
分については倒壊しました。倒壊した続櫓部分は、２０１７年度に部材を回収し、回収した部材は
城内に建てた部材保管庫に格納しています。
　そして、今年10月より倒壊を免れた五階櫓の解体保存工事に着手しました。工事中の風雨
等から櫓の部材を守るため、まず、櫓周囲に鉄骨で素屋根という覆屋を組み立てていきます。
その後、櫓の解体を行い、解体した部材については素屋根内に保管します。
　来年の２０２３年秋頃には、宇土櫓は高さ約46ｍの「素屋根」に覆われ、２０２４年から櫓の解体
作業に入る予定です。二の丸広場側からは素屋根の外壁が鉄板張りのため工事の状況が見え
ませんが、天守閣側からは粗目のネットを通して、工事中の様子を見ることができるよう計画
されています。復旧までは約１０年を予定しており、今の雄姿を観られるのはあと少しの期間で
すので、是非、熊本城にお越しください。

国指定重要文化財

素屋根イメージ

熊本地震被災後の宇土櫓熊本地震被災前の宇土櫓

　10月24日（月）に、「熊本城貸切特別開園プラン」の体験会を開催いたしま
した。「熊本城貸切特別開園プラン」とは、早朝もしくは夜間に熊本城を貸切で
ご見学いただけるプランで、今夏より当協会で取り扱いを開始いたしました。
　当日は、熊本市内及び福岡県内の旅行会社、航空会社、学会関連企業より
計37名の皆様にご参加いただき、熊本城おもてなし武将隊のパフォーマンス
やボランティアガイドの案内、特別ライトアップ等のコンテンツをご体験いた
だきました。開催後にはアンケートを実施し、いただいたご意見を元に、今後
同プランをブラッシュアップし、たくさんの誘客へ繋げてまいります。

熊本城貸切特別開園プラン体験会（報告）
会　期 ： 令和4年10月7日（金）～8日（土）
会　場 ： 熊本城ホール、市民会館シアーズホール夢ホール、熊本市国際交流会館
参加者 ： 約5,000名弱
大会長 ： 高橋　毅（国立病院機構　熊本医療センター院長）
　この度、3年ぶりに対面式の現地開催が行われ、5,000名弱の方々がご参加
されました。特別講演、基調講演、教育講演、企画シンポジウム等の充実した
プログラム、約1,700題の一般演題発表など、各セッションで活発な討議が行
われていました。

第76回国立病院総合医学会

築城当時の姿を今に伝える熊本城宇土櫓。復旧工事のため
２０２３年秋頃から当面の間、姿が見えなくなります。

賛助会員新規ご加入紹介

●料飲・食事：一般社団法人 熊本屋台村
●各種製造・卸・小売：くまもとマスク㈱
●各種製造・卸・小売：e-Resin 合同会社 

　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
集しております。
　観光情報と共に企業様・団体様のPRされたい情報を掲載してみませんか？

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！

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・延期等や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）12月～2023年（令和5年）3月コンベンションカレンダー

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 120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 180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17日（土）～12月18日（日）2022年度第8回全日本9人制バレーボールトップリーグ（男子）ファイナルラウンド熊本大会 熊本県立総合体育館 560人
12月24日（土）～12月26日（月）名鉄カップ第37回全九州小学生バレーボール大会男女優勝大会in熊本 益城町総合体育館 1,300人
  2月  8日（水）～  2月10日（金）第6300回ＱＣサークル全国大会（小集団改善活動）－熊本－ 熊本城ホール 750人
  2月17日（金）～  2月18日（土）第30回日本CT検診学会学術集会 熊本城ホール 400人
  3月11日（土） 第90回日本呼吸器学会・日本結核 非結核性抗酸菌症学会 九州支部 春季学術集会 市民会館シアーズホーム夢ホール 400人
  3月25日（土）～  3月26日（日）（一社）茶道裏千家淡交会熊本支部設立70周年、青年部設立60周年記念大会 熊本城ホール 700人

詳しくはこちら
⬇

植木温泉から感謝を込めて
「ほんの気持ちです券」

11月1日（火）から熊本市内在住・在勤・在学の方限定で「ほんの
気持ちです券 第4弾」を販売しています。
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円で販売しています。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 ： 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）　

第 ４ 弾

●お問い合わせ　植木温泉観光旅館組合　TEL096-274-6830
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プレミアム付きホテル利用券
「プレミアム付きホテル利用券 第3弾」の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！
詳細については、近日中にコンベンション協会のHPへ掲載いたしますので、そ
ちらをご確認ください。

●お問い合わせ   熊本国際観光コンベンション協会　TEL096-359-1788
※熊本市在住、在勤、在学の方限定

第３弾



 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。
※プラネタリウムは別途観覧料が必要です。
 観覧料　一般…200円　大学生 ・ 高校生…150円　中学生以下…100円

熊本城年末年始の営業時間について

※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。

●お問い合わせ　熊本博物館　TEL096-324-3500

2023 新春の宴　郷土芸能「肥後絵巻」
12：30～、15：00～

会 場
時 間

桜の馬場 城彩苑親水空間

熊本城「城彩苑」・城下一帯

クリスマスマーケット熊本2022クリスマスマーケット熊本2022

●お問い合わせ　クリスマスマーケット熊本実行委員会事務局　E-mail ： info@xmas-kumamoto.com　HP ： https://xmas-kumamoto.com

期　間 ： 令和4年12月9日(金)～12月25日(日)まで
時　間 ： 平日１6：00～22：00　土日１1：00～22：00
　　　　※ただし、金曜日・土曜日は23：00までの営業
会　場 ： 花畑広場
主　催 ： クリスマスマーケット熊本

花畑広場会場
期　間 ： 令和4年11月25日(金)～12月25日(日)まで
時　間 ： 平日１7：00～22：00　土日１1：00～22：00
会　場 ： アミュひろば（熊本駅白川口駅前広場）
主　催 ： クリスマスマーケット熊本
　　　　㈱JR熊本シティ

◆イベント内容
①飲食マーケット
　定番のホットワインやホットチョコレートをはじめ、
熊本の有名レストランなど、30店舗以上が出店。
あたたかい飲み物や食べ物で、大切な人と楽しい
ひとときをお過ごしください。
②ギフト・雑貨ショップ
　海外のクリスマス雑貨を始め、かわいい雑貨やア
イテム、パン屋さんなどが大集合します。本年は、
熊本駅会場でもギフト・雑貨ショップが誕生します！
お楽しみに！
③イルミネーション
　熊本発の「竹あかり」を使ったイルミネーション演
出。竹あかり演出集団「CHIKAKEN」（熊本県南関
町）によるクリスマス装飾にご期待ください。

④ステージイベント
　期間中は2会場合わせて180を超えるライブや
ステージイベントを開催します。
　ゲストアーティストや地元のグループなど多数の
出演によって会場を盛り上げます。

熊本駅会場

城下町大にぎわい市城下町大にぎわい市

●お問い合わせ　城下町大にぎわい市実行委員会事務局　TEL096-328-2424

熊本博物館熊本博物館サタデーナイトミュージアムサタデーナイトミュージアム

熊本城御城印帳熊本城御城印帳

1冊 2,200円（税込）

 日　程　令和4年11月19日（土）、26日(土)、12月3日(土) 
 時　間　17：00～21：00（最終入場は20：30）
 日　程　令和4年11月19日（土）、26日(土)、12月3日(土) 
 時　間　17：00～21：00（最終入場は20：30）

　お城まつり開催期間中、旧細川刑部邸の特別公開と夜間の紅葉ライトアップ
が実施されることにあわせ、博物館も土曜の夜に開館時間を延長し、様々な
イベントを開催します！

　お城まつり開催期間中、旧細川刑部邸の特別公開と夜間の紅葉ライトアップ
が実施されることにあわせ、博物館も土曜の夜に開館時間を延長し、様々な
イベントを開催します！

•SLライトアップと竹あかり
•キッチンカー
•ナイトプラネタリウム
•熊本城おもてなし武将隊の出陣

•子ども科学・ものづくり教室
　（マジックリングを作ってみよう！）
•銅鏡のレプリカづくり
•考古ミュージアムトーク
•企画展ミュージアムトーク

•子ども科学・ものづくり教室
　（スライムを作ってみよう！）
•子ども科学・ものづくり教室
　（くるくる回るシャボン玉を作ろう！）
•動物ミュージアムトーク

•子ども科学・ものづくり教室
　（虹色のシートをのぞいてみよう！）
•カエデの種子を作って飛ばそう
•モミジの葉っぱで絵はがき作り

•SLライトアップと竹あかり
•キッチンカー
•ナイトプラネタリウム
•熊本城おもてなし武将隊の出陣

3日間共通
•子ども科学・ものづくり教室
　（マジックリングを作ってみよう！）
•銅鏡のレプリカづくり
•考古ミュージアムトーク
•企画展ミュージアムトーク

11月19日（土）

•子ども科学・ものづくり教室
　（スライムを作ってみよう！）
•子ども科学・ものづくり教室
　（くるくる回るシャボン玉を作ろう！）
•動物ミュージアムトーク

11月26日（土）
•子ども科学・ものづくり教室
　（虹色のシートをのぞいてみよう！）
•カエデの種子を作って飛ばそう
•モミジの葉っぱで絵はがき作り

12月3日（土）

 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。
※プラネタリウムは別途観覧料が必要です。
 観覧料　一般…200円　大学生 ・ 高校生…150円　中学生以下…100円

※イベントの詳細については熊本博物館公式HPをご覧ください。

展示館内でのマスク着用。 手指消毒等ご協力をお願い致します。

　今年はアウトドア関連の展示・販売や子どもたちが楽しめる体験型のイベン
トに加え、熊本の食を堪能いただけるキッチンカーの出店を予定しています。
日　程 ： 令和４年11月19日（土）、20日（日）
時　間 ： 10：00～16：00
場　所 ： くまもと街なか広場（花畑広場）
◆イベント内容
•食のおもてなし（キッチンカー）
•キャンピングカーの展示・レンタル予約
•アウトドア用品の展示・販売
•体験型イベント
　① ボルダリング
　② トランポリン
　③ クラフト製作
　④ フェアトレードブース
•ステージイベント
※イベントの詳細につきましては熊本市HPをご覧ください。

日　程 ： 令和4年11月15日（火）～12月4日（日）
時　間 ： 9：00～16：30まで（成趣園の入園料が必要です。）
場　所 ： 水前寺成趣園内 いこいの広場 ・ 展示館
【肥後菊鑑賞会】 愛寿会の会員の方による解説が聞けます
•令和4年11月20日（日）　11:00～12:00
•令和4年11月26日（土）　11:00～12:00
※いこいの広場 肥後菊花壇前にお集まりください。
主　催 ： 愛寿会 ・ 出水神社　 協　力 ： 熊本城総合事務所

　蛇腹折りポケットタイプ御城印帳が新しく
出来ました！
　ポケット面は城御印や写真・城入場券など
旅の思い出が収納でき、裏面（紙面）は御朱印
帳・スタンプ帳・旅行メモなどご自由にお使い
いただけます。
　本丸お休み処・
二の丸お休み処・
Yahoo!ショッピ
ングで販売中で
す。

○年末の休園日について
　城内の設備工事等のため、令和4年12月29日(木)は終日
休園します。
※12月30日（金）～31日（土）、1月1日（日）以降は通常営業です。
○駐車場の営業時間について
　初詣の参拝時間の分散を図る観点から、大晦日から年始にか
けて熊本城の駐車場を夜間も続けて営業します。
　なお、年末年始は多くの方のご来園が見込まれるため、感染
拡大防止対策にご協力いただきますようお願いいたします。｠
【営業時間が変更となる駐車場】
　二の丸駐車場・三の丸第1駐車場・三の丸第2駐車場・宮内
駐車場・桜の馬場バス駐車場
【営業時間】12月31日（土）8：00～1月3日（火）17：30
※城彩苑駐車場は22：30で閉鎖します。

熊本市内の小・中学生は無料入園料 ： 大人・高校生 ： 500円、小・中学生 ： 100円、幼児 ： 無料

楽しいイベント盛りだくさん！

●お問い合わせ　熊本市動植物園　TEL096-368-4416※名札又は生徒手帳持参の場合

新発売
熊本城 御城印
秋Ver.～発売決定！
熊本城 御城印
秋Ver.～発売決定！

　今年も「秋のくまもとお
城まつり」期間中「熊本城
御城印秋Ver.」を本丸お
休み処・二の丸お休み処
で“2,000枚限定”販売い
たします！
　是非、この機会に熊本城
へお越しいただき登城記
念にお買い求めください！

数量限定

1枚 300円（税込）

熊本城ミュージアムわくわく座

熊本城 ミステリーライブ
大人も子ども楽しめる 秋の夜長にヒンヤリ小話っ体験

こ  わ

熊本のこわ～い話

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

水前寺成趣園水前寺成趣園肥後菊まつり肥後菊まつり

●お問い合わせ　水前寺成趣園 出水神社　TEL096-383-0074

花畑広場会場 熊本駅会場

●お問い合わせ　熊本城坪井川園遊会　TEL090-1341-3869

　令和5年1月1日（元日）「熊本城迎春行事」を実施します。当日は熊本城特別
公開エリアを無料開園とし、天守閣前広場で獅子舞や太鼓演、ひごまる隊や熊
本城おもてなし武将隊のステージイベントを行うほか、二の丸広場では「かわ
らけ」と呼ばれる素焼きの盃を無料配布（先着2,023枚）します。
＜スケジュール＞
  9：00～　北口券売所前　開門口上（熊本城おもてなし武将隊）
　　　　   開門太鼓（代継太鼓保存会）
　　　　   二の丸広場　かわらけ配布（先着2,023名）
10：00～　天守閣前特設ステージ　新春太鼓（代継太鼓保存会）
10：30～　天守閣前特設ステージ　ひごまる隊・熊本城おもてなし武将隊
11：00～　天守閣前特設ステージ　獅子舞披露（新町獅子保存会）
11：30～　天守閣前特設ステージ　新春太鼓（代継太鼓保存会）
14：30～　天守閣前特設ステージ　ひごまる隊・熊本城おもてなし武将隊

期　日 ： 令和4年１１月１８日（金）～１２月４日（日）の毎週金曜日・土曜日　※１１月１９日(土)は除く
時　間 ： ①１７時３０分～　②１８時３０分～　③１９時３０分～　（約３０分）
　　　　※日曜日～木曜日は熊本城VR「武将が守った名城を歩く」（約１０分）の特別上映を行います
料　金 ： 観覧無料（但し、わくわく座の入館料が必要です）
■上演内容
　わくわく座のスタッフがお届けする、熊本のこわ～い話。ものがたり御殿のステージを舞台に、
大スクリーンに映し出される映像や音と掛け合いに、熊本にまつわる怪談話をスタッフが雰囲気
たっぷりにライブ上演します。秋の夜長に、少しヒンヤリするようなお話をぜひ、“体感”ください。
■演目内容：※内容は日によって異なります
　清正公の不思議な話、法華坂の重箱婆、銃くれの井戸、銀杏の予言と本丸御殿鬼八物語、山童、
山女　等

熊本城迎春行事熊本城迎春行事

●お問い合わせ　熊本城総合事務所　TEL096-352-5900

令和5年1月1日  元日
出 演 そがみまこ ＆ 藤川いずみ（琴）

令和5年1月2日（月・祝）
出 演 下田れい子社中（琴） 下田れい子社中下田れい子社中

秋の夜間開館限定 特別ステージ

そがみまこ ＆
藤川いずみ
そがみまこ ＆
藤川いずみ

●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

入園料

期  間

場所 ： 熊本城特別公開エリア（有料）　時間 ： 9：00～21：00（最終入園20：30）場所 ： 熊本城特別公開エリア（有料）　時間 ： 9：00～21：00（最終入園20：30）

場所 ： 熊本城二の丸芝生広場周辺（無料）　時間 ： 点灯は日没後場所 ： 熊本城二の丸芝生広場周辺（無料）　時間 ： 点灯は日没後

場所 ： 旧細川刑部邸（無料）　時間 ： 9：00～21：00（ライトアップは17：30ごろから）場所 ： 旧細川刑部邸（無料）　時間 ： 9：00～21：00（ライトアップは17：30ごろから）

熊本城ライトアップ

城あかり
秋のくまもとお城まつり秋のくまもとお城まつり
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

            令和4年
 　11月18日(金)
　　　～12月4日(日)まで

            令和4年
 　11月18日(金)
　　　～12月4日(日)まで

　秋の紅葉の時期にあわせ、天守閣前の大イチョウ、城内の櫓、石垣、木々を
ライトアップします。昼間とは違う幻想的な熊本城をお楽しみいただけます。
　　　　●高校生以上：800円　●小中学生：300円　●未就学児など：無料

　秋の紅葉の時期にあわせ、天守閣前の大イチョウ、城内の櫓、石垣、木々を
ライトアップします。昼間とは違う幻想的な熊本城をお楽しみいただけます。
　　　　●高校生以上：800円　●小中学生：300円　●未就学児など：無料

二の丸竹あかり二の丸竹あかり

　二の丸広場周辺に、竹あかりのオブジェを配置し城彩苑から加藤神社、
旧細川刑部邸をつなぐ灯りのルートを楽しんでいただけます。
　二の丸広場周辺に、竹あかりのオブジェを配置し城彩苑から加藤神社、
旧細川刑部邸をつなぐ灯りのルートを楽しんでいただけます。

旧細川刑部邸特別公開と紅葉ライトアップ

　旧細川刑部邸の庭園公開と紅葉した木々のライトアップ、梅園には竹あかりのオ
ブジェも設置し、通常は入れないエリアを一般開放し散策を楽しんでいただけます。
※期間中は桜町バスターミナルと旧細川刑部邸をつなぐ紅葉臨時バス（有料）を
　運行します。

　旧細川刑部邸の庭園公開と紅葉した木々のライトアップ、梅園には竹あかりのオ
ブジェも設置し、通常は入れないエリアを一般開放し散策を楽しんでいただけます。
※期間中は桜町バスターミナルと旧細川刑部邸をつなぐ紅葉臨時バス（有料）を
　運行します。


