
子供から大人まで
楽しめるイベント
盛りだくさん！

　平成28年熊本地震により、甚大な被害を受けた記念館。熊本の貴重な文化財
である記念館を、その価値を損なわないよう、復旧工事を進めていましたが、復旧
工事が終わり、２月から夏目漱石内坪井旧居、四時軒の公開を再開しました。
※１徳富記念園及び徳富旧邸は令和4年12月８日（木）から公開しています。
※２洋学校教師ジェーンズ邸の再開は令和５年９月を予定しています。　 　

•公開開始にあわせて、貴重な資料を
　期間限定公開します！
　詳しくは熊本市Webサイトへ！ ➡

夏目漱石内坪井旧居 ： 中央区内坪井町４‐22
　駐 車 場 ： 約５台
　アクセス ： ■バス 「壺井橋」下車、徒歩約２分
　　　　　　■市電 「熊本城・市役所前」下車、
　　　　　　　　　 徒歩約13分
四時軒 ： 東区沼山津１丁目25‐91
　駐 車 場 ： 約20台
　アクセス ： ■バス 「小楠記念館入口」下車、
　　　　　　　　　 徒歩約６分
●開館時間 ： 9：30～16：30
●定 休 日 ： 月曜（祝日の場合は翌日）、12月29日～１月３日
※入館料は当面の間、無料です。

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
2023年（令和5年）4月～2023年（令和5年）7月コンベンションカレンダー

  4月19日（水）～  4月21日（金）International Conference on Electronics Packaging（ICEP)2023 市民会館シアーズホーム夢ホール 400人
  4月23日（日）～  4月24日（月）国際ソロプチミストアメリカ日本南リジョン　第３７回リジョン大会 熊本城ホール 1,001人
  5月  5日（金）～  5月  7日（日）第8回　九州中学選抜卓球大会 熊本市総合体育館 1,020人
  5月20日（土） ライオンズクラブ国際協会337-複合地区年次大会 熊本城ホール 1,000人
  6月  2日（金）～  6月  4日（日）JALTCALL 2023 熊本城ホール 135人
  6月  6日（火）～  6月  9日（金）2023年度人工知能学会全国大会（第37回） 熊本城ホール 1,700人
  6月15日（木）～  6月16日（金）一般社団法人日本鉄リサイクル工業会第48回通常総会　第33回全国大会（九州支部　主管）及び第11回国際鉄リサイクルフォーラム ホテル日航熊本 603人
  6月17日（土）～  6月18日（日）日本食品保蔵科学会第72回（熊本）大会 熊本県立大学 160人
  7月26日（水）～  7月28日（金）第77回　九州数学教育会総会ならびに九州算数・数学教育研究（熊本）大会 市民会館シアーズホーム夢ホール 1,000人
  7月28日（金）～  7月31日（月）ミズノベースボールドリームカップ ジュニアトーナメント2023全国大会 1st Stage 熊本ラウンド 熊本県民総合運動公園 1,450人

夏目漱石内坪井旧居、四時軒がオープンしました！

賛助会員新規ご加入紹介

●印刷・出版：㈱ウラノ
●宿泊施設：相鉄グランドフレッサ熊本

●料飲・食事：あさびき鳥元

●料飲・食事：活魚・鮨・郷土料理　とらや
●料飲・食事：熊本拉麺　豚美

●料飲・食事：あか牛三協グループ ㈱三協ダイニング

●各種製造・卸・小売：㈱ＥＩＮＳ
●各種製造・卸・小売：㈱キンキ

　熊本市交通局が運行する路面電車を貸し切
り、車内でおでんとビールを楽しめる「おでん
しゃ」を運行します！車内で提供するアツアツの
特製おでんとビールの相性は抜群です♪
　夜の街並みを車窓から眺めながら、美味しい
おでんとビールを楽しめる特別便。是非、お申
込みの上、お楽しみください！
運行日 ： ①令和5年3月15日（水）、②令和5年3月22日（水）
料　金 ： お一人様5,000円
※お申込方法や行程等、詳細につきましては、ホームページを
　ご確認ください。
※本運行は旅行業に基づく募集型企画旅行（日帰り）です。必ず、ホームページ
にて旅行条件書等をご確認の上、お申込みください。

交通局×おでんコラボ企画！
「おでんしゃ」運行！

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

期　日 ： 令和5年２月6日（月）
会　場 ： 熊本市国際交流会館6階ホール
参加者 ： 約１２０名（出捐企業・賛助会員の宿泊施設・飲食店・ボランティア団体等）
講演会 ： 第１部「台湾人が好きになる「熊本」を作りましょう」
　　　　講　師 ： 邱　桂芬　氏
　　　　第2部「誰もが楽しめる“熊本”となるために
　　　　　　　　～私たちにできること　心のバリアフリー～」
　　　　講　師 ： ㈱JALサンライト　マーケティング企画室
　　　　　　　　間根山　慶子　氏
　第１部では、ＴＳＭＣの県内進出により台湾との交流がますます盛んになるこ
とを視野に入れ、台湾ご出身で熊本在住
の講師に台湾人の習慣や文化などをご紹
介いただきました。
　第２部では、障がいのある方を含め誰
もが熊本観光を快適に楽しめる環境づく
りを目指し、コミュニケーションの取り方
やホスピタリティーについて学びました。

～観光おもてなし講演会～を開催しました

キュウ　　ケイフン

ま　ね  やま　　 けい  こ
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　熊本国際空港株式会社が運営する、阿蘇くまもと空港は、九州
の中央に位置する熊本県に所在する空港として「世界と地域に
ひらかれた九州セントラルゲートウェイ」を標榜し、国際線をはじ
めとする航空ネットワークの拡充を進め、飛行機にご搭乗される
お客様の利便性向上を目指すとともに、飛行機にご搭乗されな
いお客様にもご来場いただける施設として、交流人口の増加を
通じて地域の活性化にも貢献してまいります。
　国内線・国際線一体型の新旅客ターミナルビルは、搭乗間際
までショッピングやグルメを楽しむことができるとともに、県産
木材がふんだんに使われたデザイン性の高い空間で快適な時
間が過ごせる、充実した搭乗待合エリアを整備します。保安検査
後のエリアであるため、搭乗までの各種手続き時間を気にせず、
出発まで思う存分お楽しみいただけます。

※新型コロナウイルス感染症の影響や荒天でイベント内容の変更や開催中止となる場合がございます。
●お問い合わせ　熊本博物館　TEL096-324-3500

熊本博物館企画展 「立田山―身近な自然の魅力―」熊本博物館企画展 「立田山―身近な自然の魅力―」

●ミュージアムトーク
　各分野の学芸員が約30分間の展示解説を
　行います。
　期　日 ： 植物　3月21日（火・祝） 13：30～
　　　　　動物　4月  1日（土）　  13：30～
　　　　　地質　4月16日（日）　  13：30～
　いずれも申し込み不要。
　開始時刻に特別展示室３にお越しください。
●観察会
　植物編　4月23日（日）10：00～11：30　申　込 ： 4月  9日（日）必着。当選者には4月15日（土）までに通知。
　動物編　4月30日（日）10：00～11：30　申　込 ： 4月16日（日）必着。当選者には4月22日（土）までに通知。
　各回定員20名程度（応募多数の場合は抽選）
　現地集合、天候により中止とする場合があります。※場所については当選者へ通知。
　申込方法 ： 往復はがき、または博物館ホームページ申込専用フォームよりご応募ください。

●講演会「立田山ってどんな山？ 動物たちの今むかし」
　期　日 ： 3月25日（土）14：30～16：00
　場　所 ： 熊本博物館プラネタリウム室
　講　師 ： 安田　雅俊 氏（国立研究開発法人森林研究・
　　　　　整備機構　森林総合研究所　九州支所）
　定　員 ： 110名
　申し込み不要。当日9：00より１階受付にて整理券を
　配布いたします。

　立田山は熊本市の市街地にあり、身近に自然と触れ合える場所として親しまれています。また、数多くの生き
ものが生息しており、地域の自然環境としても重要な場所です。本展では地質や動植物の資料により、立田山の
成り立ちや変遷、生息している生きものなどについてご紹介します。立田山の魅力を知り、自然との関わり方に
ついても考えてみましょう。【会　期 ： ３月18日（土）～５月14日（日）】

くまもと春のまつりくまもと春のまつり

スポーツ交流会IN二の丸広場
ゆるキャラ大集合

スポーツ交流会 10：00～12：00
ゆるキャラ大集合 14：00～15：00

3月11日土

熊本城～食の宴2023～

ステージ期間中にあわせて、熊本で人気のキッチンカーが
出店。お花見にピッタリなおいしいものが大集合します！

午前の部では熊本のスポーツ団体によるトーク
ショー・質問コーナーを行います。二の丸広場で
はスポーツ体験お楽しみいただけます。午後の部
ではゆるキャラが集まりダンスやPRを行います。

※土日祝日3月4日土▶26日日
熊本城二の丸広場

※期間中の土日祝日
3月4日土▶4月16日日

熊本城二の丸広場

熊本城の石垣修理を体験してみよう
～みんなで一緒に石曳き～

奇跡の一本石垣と記念撮影ができる最初で最後
のチャンス！実際に石を曳く石曳体験や迫力満点
の熟練石工さんによる石割実演、石垣修理の動
画公開など様々なイベントを予定しています。

問㈱大林組九州支店（熊本城土木工事事務所）
TEL：096-273-6640

熊本城二の丸広場

チアダンス
二の丸広場ふれあい動物園

チアダンス 10：00～16：00
ふれあい動物園 10：00～16：00

3月18日土

ステージでは熊本のチアダンスチームによるパ
フォーマンスを行います。二の丸広場ではふれあ
い動物園を開催し色々な動物たちとの触れ合い
体験をお楽しみいただけます。また動物保護活動
団体による里親募集やパネル展なども行います。

熊本城二の丸広場

熊本城クイズウォーク
3,000人（先着順）《要事前申込み》

11：00～15：00（受付は9：30から）3月19日日

クイズに答え、熊本城周辺のチェックポイントを回っ
てゴールを目指せ！旅行券ほか素敵な賞品が多数
当たる抽選会もあります。
　　お申込みメールはこちらから➡

問ジャンクプランニング内担当南條　　　
TEL：096-381-6001

ひろえば街が好きになる運動

ひろえば街が好きになる運動は、JTがRethink 
PROJECTの一環で取り組む市民参加型の清掃
活動です。
問日本たばこ産業株式会社熊本支社　TEL：096-300-9222

3月18日土・ 10：00～17：00
（受付は16:30まで）19日日

熊本城桜の馬場彩苑入口オープンスペース

居合斬り演武
13：30～15：003月19日日

熊本城二の丸広場

古武道演武会
10：00～13：303月21日火祝

10：00～16：003月21日火祝

熊本地震復興応援 九州がっ祭2023
第17回 火の国YOSAKOIまつり

「つながろう九州！こころ一つに」をスローガンに九州のお祭
り大集合。約3,000人の踊り子の笑顔溢れる演舞を楽しもう！
問九州がっ祭実行委員会/火の国YOSAKOIまつり事務局　

TEL：080-9243-0216

熊本城二の丸広場及び中心市街地

熊本城二の丸広場

第6回 東西対抗少年剣道大会
13：00～15：003月21日火祝

熊本城二の丸広場

熊本城 島唄コンサート
15：00～18：003月21日火祝

熊本城二の丸広場
熊本城薪能

18：00～19：303月19日日
熊本城二の丸広場 出演：観世流

熊本城太鼓響演会
9：00～18：003月12日日

熊本城二の丸広場

第54回 春のこどもスケッチ大会
参加受付…8：30～11：003月12日日
熊本城二の丸広場

GENESIS３
16：00～20：00（予定）3月11日土

熊本市中心市街地一帯

ご家族、ご友人と思い思いに作品を描きませんか。
問株式会社テレビ熊本　営業局事業部　　　　
TEL：096-351-1140（平日10:00～17：00）

沖縄民謡歌手“古謝美佐子”をメインに沖縄の楽
器である三線の弾き語りとシンセサイザー、そし
て一部打楽器を交え、沖縄古典音楽と融合した新
しいサウンドで素晴らしい島唄をお届けします。

11：00～17：003月25日土
10：00～19：003月26日日

熊本城おもてなし武将隊結成10周年記念
「熊本城で会おう」-mononofu no chikara

春のくまもとお城まつりのオープニングアクトに
始まり、全国各地の武将隊が熊本城に大集結！演
舞や歌など様々なイベントが盛りだくさん！

問熊本国際観光コンベンション協会　TEL：096-359-1788

熊本城二の丸広場

10：00～17：003月4日土
10：00～17：003月5日日

熊本城二の丸広場

びぷれす広場をはじめとした中心商店街にて、
様々なジャンルの音楽や大道芸などのアートパ
フォーマンスを予定しています。Street Art-plex 
kumamoto 二十周年の集大成をご堪能下さい。

問Street Art-plex Kumamoto実行委員会事務局
TEL：096-328-2424（熊本市商業金融課内）　

熊本駅前フェスタ2023
10：00～17：00

※一部イベントは実施時間が異なります
3月17日金 18日土・ 19日日・
アミュひろば・かわまちエリア・くまもと森都心プラザ

熊本駅周辺を様々な催しで盛り上げる。『熊本駅
前フェスタ2023』。関連イベントの西区フェスタ
は、かわまちエリア（白川河川敷）で、県産酒が楽
しめる熊本新酒まつりはアミュひろば、くまもと森
都心プラザでは春まつりを開催します。

問KABイベント（平日）　TEL：096-359-9051
　くまもと森都心プラザ　TEL：096-355-7400
　アミュプラザくまもと　TEL：096-206-2800

熊本城下のさくらまつり
10：00～19：00

3月18日土

10：00～17：00
3月19日日

花畑広場
この桜の季節に、熊本を代表する伝統文化を中心
に、県内外の人々に親しんでいただけるステージ
イベントや熊本の物産展など、こだわり商品の販
売等を実施します。
問熊本城下のまちづくり協議会 桜町地区会議 事務局

TEL：090-2503-4381（大村）

第19回熊本城坪井川園遊会～観桜の宴～
12：30～ /15：00～
4月1日土・2日日

桜の馬場 城彩苑
親水空間

熊本城満開の桜、郷土芸能でおもてなし
1日…「童謡・唱歌を歌う」出演/そがみまこ他
2日…連携事業「和太鼓の饗宴」出演/熊本県太鼓連盟

問熊本城坪井川園遊会　TEL：090-1341-3869

出水神社春季大祭　奉納流鏑馬
14：00～

※成趣園の拝観料が
　かかります

観覧無料

4月16日日
水前寺成趣園内馬場

出水神社春季大祭にあわせ、武田流流鏑馬保存
会による流鏑馬が奉納されます。

問出水神社　TEL：096-383-0074　Email:info@suizenji.net

は な と う ろ う
第19回2023年3月23日

新旅客ターミナルビルOPEN

キッチンカーも
やってくるし、
楽しいイベントも

あるよ！

動植物園で動植物園で

しませんか？しませんか？
夜間開園いたします夜間開園いたします

お花見お花見
●関連イベント●

　城彩苑12周年を記念して、ステージイベント盛
りだくさん！
　お楽しみ抽選会や各店自慢の春グルメも勢揃い！
日　時 ： 3月19日(日)11：00～16：30
　　　　（ステージイベント）
場　所 ： 城彩苑一帯

　城彩苑12周年を記念して、ステージイベント盛
りだくさん！
　お楽しみ抽選会や各店自慢の春グルメも勢揃い！
日　時 ： 3月19日(日)11：00～16：30
　　　　（ステージイベント）
場　所 ： 城彩苑一帯日　　時 ： 3月25日(土)18：00～21：30

　　　　　※雨天の場合は3月26日（日）に延期
場　　所 ： 本妙寺
※飲食の販売はございません
※会場周辺には駐車場はありません。公共交通
　機関をご利用ください。
アクセス ： ■都市バス 柿原行き「本妙寺前」下車
　　　　　■産交バス 河内行き「本妙寺」下車
　　　　　■市電 「本妙寺入口」下車
主　　催 ： 本妙寺桜灯籠実行委員会
特別協力 ： 花園校区自治協議会・崇城大学

日　　時 ： 3月25日(土)18：00～21：30
　　　　　※雨天の場合は3月26日（日）に延期
場　　所 ： 本妙寺
※飲食の販売はございません
※会場周辺には駐車場はありません。公共交通
　機関をご利用ください。
アクセス ： ■都市バス 柿原行き「本妙寺前」下車
　　　　　■産交バス 河内行き「本妙寺」下車
　　　　　■市電 「本妙寺入口」下車
主　　催 ： 本妙寺桜灯籠実行委員会
特別協力 ： 花園校区自治協議会・崇城大学

イベント
◆オープニング
　セレモニー
◆点火式
◆願い灯籠献火
◆オブジェ展示

イベント
◆オープニング
　セレモニー
◆点火式
◆願い灯籠献火
◆オブジェ展示

城彩苑12周年

誕生記念祭

●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　本妙寺桜灯籠実行委員会事務局
TEL090-9604-0320

●お問い合わせ　熊本市動植物園
TEL096-368-4416

日　時 ： ３月２５日（土）
　　　　９：00～２１：00まで
　　　　（入園は２０：３０まで）
場　所 ： 熊本市動植物園

日　時 ： ３月２５日（土）
　　　　９：00～２１：00まで
　　　　（入園は２０：３０まで）
場　所 ： 熊本市動植物園


