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わくわく。ドキドキ。くまもとサプライズ！
（新幹線元年事業等の概要）

みんな、熊本に来てね。

くまもとサプライズキャラクター

くまモン

熊本県企画振興部
新幹線元年戦略推進室
担当 岡村、斉藤
Tel 096-333-2134

１．県内イベント
（１）新幹線元年事業（開業記念事業）
○実施主体
新幹線くまもと創りプロジェクト推進本部及び各地域推進本部
○趣 旨
九州新幹線が全線開業する平成 23 年「新幹線元年」をきっかけに、くまもとの豊かな「食」
と多彩な「文化」といった「くまもとの 地もの 」を生かし、既存の催事等を活用しながら、
くまもとの魅力発信と来訪者へのおもてなしを行うとともに、市民力による地域づくりを更
に進める。
○テーマ
「くまもとの食と文化でおもてなし」
○コンセプト
新幹線元年事業が、市民力による「新しいくまもと」の創造と県境を越えた新たな交流・
連携の幕開けとなるよう
・ くまもとの雄大な「自然」
、個性豊かで多彩な「歴史・文化」や豊かな「食」などの 地
もの を最大限生かし、くまもとで九州が まるごと 感動体感できるよう展開
・ また、県民一人一人が身近にある魅力を掘り起こし、くまもとの魅力として発信
・ さらに、九州の まんなか にある熊本の地理的位置づけを活用し、県境を越えた新た
な交流・連携が生まれるよう展開
○基本方針
・ 食
文化 など地ものを最大限活用
・県民・市民が主役（県民総参加）
・隣県・他地域との交流・連携の推進

平成 23 年 3 月 12 日
九州新幹線全線開業
熊本〜新大阪間 最速 2 時間 59 分

※各催事の個々の内容の詳細は、各実施団体の今後の決定によります。
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熊本エリア
【キャッチフレーズ】

「くまもと

・

温故創新」

熊本の個性豊かな歴史や伝統・文化を見つめ直し、「くまもとの明日」を創造し
ます。
■熊本城エリア
●春のくまもとお城まつり
・内
容：主なものは、以下のとおり
・開 催 日：3/12（土）〜27（日）
・場
所：熊本城 竹の丸ほか
・実施主体：「元気だ！くまもと」観光事業実行委員会
【みずほの宴】
①創作舞台 清正公 みずほの言祝ぎ
・内
容：清正公が熊本在城時に行っていたと伝えられる儀式を在熊
の出演者で再現する創作舞台
・開催日時：3/12（土）14:00〜15:30
3/13（日）11:00〜 12:30
・場
所：熊本城 竹の丸特設ステージ
②肥後伝承芸能の調べ
・内
容：民謡・三味線の演奏、伝統芸能の披露
・開催日時：3/13（日）12:30〜14:30
・場
所：熊本城 竹の丸特設ステージ
【さくらの宴】
①熊本のまつりの紹介
・内
容：県内 11 の地域推進本部推薦による各地のまつりの紹介
・開催日時：3/19（土）〜20（日）10:00〜16:00
・場 所：熊本城 竹の丸特設ステージ
②くまもとサプライズナイト
時代絵巻「さくらの宴」
・内
容：サプライズ企画、伝統舞踊、
等のステージと時代行列
甲冑隊や和装の市民、「く
まもとサプライズ」に賛同
する県民等による祝宴
・開催日時：3/19（土）1７:00〜20:00
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イメージ

・場

所：熊本城 竹の丸

【つばめの宴】
○羽ばたけ つばめ
・内
容：これからの熊本を担う若者、また子どもたちを中心とした
ステージ
・開催日時：3/26（土）〜27（日）10:00〜20:00
・場
所：熊本城 竹の丸特設ステージ
【サプライズ！グルメコンテスト・絶品スイーツコンテスト】
・内
容：熊本県産を 50%以上使用し、各飲食店のこだわりを盛り込ん
だ「サプライズ！グルメ」、熊本県産の米粉や県産品を 50%以上
使用した「絶品スイーツ」
・開催日時：3/12（土）〜13（日）、3/19（土）〜21（月・祝）
10:00〜イベント終了まで
・場
所：熊本城 竹の丸

【熊本うまＥａｔ（いーと）大集合】
・内
容：県内 11 の地域推進本部推薦による各地の食のブースを展開
・開催日時：3/26（土）〜27（日）10:00〜イベント終了まで
・場
所：熊本城
竹の丸

■熊本駅周辺エリア
◇白川口（東口）
●イベント情報提供・物産市等ブース設置
・内
容：県内のイベント情報提供、おみやげ開発プロジェクト「くま
もと うまかモン！」商品の紹介・販売、ミニステージ（伝統
芸能、よさこいなど）
・開 催 日：3/12（土）〜13（日）、3/20（日）〜21（月祝）
・時
間：９:00〜16:00
・場
所：JR 熊本駅白川口（東口）
・実施主体：熊本地域推進本部
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観光・物産ブース

ステージ

●くまもとアートポリス熊本駅周辺プロジェクト巡り
・内
容：県アートポリス事業で完成した熊本駅周辺の新しいプロジェ
クトを歩いて見て回るツアー
・開催日時：3/12（土）、19（土）
両 日 と も 、 10:30〜12:00、13:00〜14:30 の２回開催
・場
所：JR 熊本駅新幹線口（西口）、白川口（東口）、駅交番 ほか
・実施主体：熊本県建築課アートポリス・ＵＤ班

◇新幹線口（西口）
●おてもやんカフェ
・内
容：緋毛氈バンコに赤い和傘でカフェメニュー提供、肥後ちょんかけご
ま披露、ばってん火の国（よさこい）踊り
・開 催 日：3/12（土）〜13（日）、19（土）〜21（月祝）
・時
間： 10:00〜 16:00
・場
所：JR 熊本駅新幹線口（西口）
・実施主体：春日校区まちづくり委員会、春日人おてもやん
新幹線口

新幹線駅舎

おてもやんカフェ
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● 旅先案内人「おてもさん」がおもてなし
（くまもとサプライズアワード（一般部門）受賞団体）
・内
容：旅先案内人おてもさんによる総合観光案内所、市電やバス停
などの案内
・開 催 日：3/12（土）〜13（日）、19（土）〜21（月・祝）
・時
間：10:00〜16:00（3/12（土）は 9:00〜16:00）
・場
所：JR 熊本駅改札口、観光案内所、市電乗り場
・実施主体：春日人おてもやん
■新町・古町エリア
●熊本城下町 来て見てびっくりツアー 新町・古町体験 和 samon
・内
容：和 samon もてなし隊による体験メニューの実施
（からしれんこん作り、肥後象がんアクセサリー作り、マイ
ブレンド醤油作り、キャンドル作り、無肥料・無農薬食材ラ
ンチ、熊本銘酒試飲、マイ下駄作り）
・開 催 日：通年（予約制）
・時
間：各店舗営業時間中
・場
所：新町・古町地区一帯
・実施主体：城下町和 samon もてなし隊
●新町 城下町まち歩き案内
・内
容：新町エリア 7 箇所の観光サインを軸に城下町を散策
・開 催 日：3/5（土）〜27（日）期間中の土・日
・時
間： 10:00〜 15:00
・場
所：新町地区（桜の馬場 城彩苑入り口集合・出発）
・実施主体：一新まちづくりの会
●坪井川大園遊会
・内
容：城下町歴史散策、城下町写真撮影会セミナー、きもの de 園遊、
城下町老舗料亭体験「華の宴」、坪井川浪漫舟めぐり、郷土芸能
「肥後絵巻」、道中踊りなど
・開 催 日：3/1１（金）〜5/8（日）の土・日中心
・時
間：日中、舟めぐりは 10:00〜16:00
・場
所： 清正公銅像前、勧業館レストラン前、城彩苑、長塀前坪井川な
ど
・実施主体：熊本ルネッサンス県民運動本部「坪井川を活かす部会」
■熊本駅〜新町・古町〜熊本城
●城下町くまもと時代絵巻
・内
容：熊本城築城〜４００年の歴史をほうふつとさせる甲冑行列、近
代の群像、花笠道中等時代絵巻にし立てた 1,000 人規模の行列
・開 催 日：3/19（土）
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・時
間：13:30〜16:00
・場
所：熊本駅〜新町・古町〜熊本城竹の丸
・実施主体：「城下町くまもと時代絵巻」実行委員会
●九州人力車絵巻（くまもとサプライズアワード（一般部門）受賞団体）
・内
容：城下町くまもと時代絵巻と連動。九州各県の人力車を集め、明
治の群像、肥後の偉人たちのパレード
・開 催 日：3/19（土）
・時
間：13:30〜16:00
・場
所：熊本駅〜新町・古町〜熊本城竹の丸
・実施主体：くまもと城華
■中心商店街エリア
●くまもと花絵巻 2011
・内
容：主なものは、以下のとおり
・開 催 日：3/12（土）〜27（日）
・場
所：熊本駅〜新町・古町〜熊本城竹の丸
・実施主体：くまもと花絵巻 2011 実行委員会
【街なかマルシェ】
・内
容：中心商店街アーケード内では初となる「軽トラック市」を開
催。新鮮野菜・果物・花・加工品を県下各直販所・道の駅・
物産館の参加により販売
また、県下農業高校も参加し、日頃の学習で育てた農産物・
加工品の展示販売を実施
・開催日時：3/12（土）〜27（日）10:00〜16:00
・場
所：新市街・下通アーケード
【熊本ファッションストーリー】
・内
容：①熊本のファッション界を支え、現在も熊本で活躍している
人々や、熊本の DNA を発揮し、中央で活躍している人々の
トークショー
②西日本最大級のアーケードを「環境・リサイクルと子ども」
をテーマに練り歩くファッションパレード＆ショー
・開催日時：3/26（土）①13:00、②16:00〜19:30
・場
所：①熊本市役所 14 階ホール
②新市街・下通アーケード・上通びぷれす広場
●STREET ART-PLEX KUMAMOTO 大道芸 2011
・内
容 ： パ ン ト マイ ム 、 ク ラ ウ ン 、 ロ ー ビ ン グ な ど 質の 高 い 大 道 芸 の パ
フォーマンスを展開。演者によるパレ ードやフェイスペイン テ
ィングも実施
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・開催日時：①3/19（土）19:00〜21:30
② 3/20（日）12:30〜18:00
・場
所：①上通びぷれす広場、下通
②中心市街地各所
・実施主体：Street Art-Plex KUMAMOTO 実行委員会
●城下町くまもと 肥後のひなまつり
・内
容：県内各地の雛人形や、幻想的な竹の灯りで雛人形を照らす「か
ぐや雛」を展示。期間中はスタンプラリーや十二単体験試着会な
どを実施
・開 催 日：3/3（木）〜21（月・祝）
・場
所：熊本交通センター センターコート ほか
・実施主体：桜町さくらまつり実行委員会

[熊本地域推進本部：熊本市経済振興局新幹線戦略室

Tel096-328-2948]

※その他
■公立文化施設
●永青文庫の至宝展
・内
容：国宝・重文をはじめとする日本・中国の古美術、細川護立氏が収集した横山
大観、菱田春草などの近代日本画の名品の数々を展示
・開 催 日：３月８日(火)〜５月８日(日)
・開 館 時 間：９：３０〜１７：１５
・実施主体：熊本県立美術館[Tel096-352-2111]

●熊本の工芸「美の回廊」展
・内
容：各時代の代表的な名品、
「肥後鐔」
、
「高浜焼」
、
「小代焼」
、
「八代焼」
、
「山鹿
灯籠」など約１００点を展示
・開 催 日：３月８日(火)〜５月１５(日)
・開 館 時 間：９：００〜１７：００
・実施主体：熊本県伝統工芸館[Tel096-324-4930]
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■

熊本駅 出発式（※新玉名駅、新八代駅でも出発式が開催）
・開 催 日：3 月 1２日(土)
・時
間：４：５０〜６：１０
・場
所：新幹線コンコース・ホーム
・対象列車：６：００発 新大阪行き「さくら５４４号」
（Ｎ700 系）
・実施主体：ＪＲ九州
・内
容：テープカット、出発合図など

■

熊本駅 お出迎え
・開 催 日：3 月 1２日(土)
・時
間：７：００台、９：００頃（予定）
・場
所：新幹線ホーム
・内
容：知事やくまモンなどによる来熊者の方々のお出迎え

■

九州新幹線博多・新八代間しゅん功開業式・祝賀会
・開 催 日：3 月１２日(土)
・時
間：１１：００〜１３：００
・場
所：熊本ホテルキャッスル
・実施主体：九州新幹線博多・新八代間しゅん功開業式及び祝賀会熊本県実行委員会（熊本
県、熊本市、鉄道・運輸機構、ＪＲ九州）

[熊本県交通対策総室新幹線・並行在来線対策室
[熊本県新幹線元年戦略推進室
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Tel096-333-2167]
Tel096-333-2134]

荒尾・玉名エリア
【キャッチフレーズ】

「県北地域の新たな玄関口『新玉名駅』」

県北地域、県境地域と連携し、荒尾・玉名の豊かな食と文化を PR します。
■新玉名駅エリア
●九州新幹線全線開業記念「新玉名駅誕生祭」（仮称）
〜食と文化でおもてなし！玉名サプライズ！〜
・開催日：3/12（土）〜13（日）、20（日）〜21（月・祝）
・時 間：10:00〜 17:00（予定）
・場 所：新玉名駅 駅前広場・菜の花畑周辺
・実施主体：新玉名駅開業イベント実行委員会
・内
容
【第 1 部】熊本県北「食と文化の祭典」（仮称）（3/12（土）〜13（日））
◇「サプライズ食文化」
①サプライズ鍋（菊池川流域鍋・貝汁鍋・
薬草鍋）

②サプライズおむすび（菊池川流域のお米を使
用したおむすびを開発）

③薬草グランプリ（1/22、23） の上位
入賞者出店
④駅弁コンテスト（2 月）の優秀商品限定販売
⑤県北観光物産展（県北地域「イチ押し！サプライズ物産品」販売）
◇「サプライズ文化」
県北の芸能やまつり、ゆるキャラ、ウルトラマン登場！
県北ミュージシャンによるコンサート（戦国肥後国衆まつり、
菊池千本槍（菊池一族）、山鹿灯籠踊り、玉名大俵・長洲金魚みこし、
200 人太鼓の演奏、ゆるキャラショーなど）

◇「サプライズ薬草足湯体験」
【第２部】「たまな菜の花フェスタ」（仮称）（3/２０（日）〜２１（月・祝））
【両日】アラ！たまきなマルシェ（軽トラ市、お昼のふるまい、
菜の花満開＆開業記念餅つき、アートかかしの展示な
ど）
【20 日】ＪＲタイアップ「菜の花ウォーキング」、菜の花
コンサート など
【21 日】菜の花クイズラリー、チャリティーオークション など
[荒尾玉名地域推進本部：玉名地域振興局総務振興課
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Tel 0968-74-2113]

鹿本エリア
【キャッチフレーズ】 「豊前街道、トロリ、湯ったり灯輪（ヒーリング）」
今も往時の姿が息づく豊前街道、幻想的な灯りの風情、トロリとした肌ざわり
の湯など、歴史浪漫あふれる地域でゆったりと癒しの時間を過ごしてもらいます。
■豊前街道エリア
●山鹿灯籠浪漫・百華百彩
・内
容：豊前街道沿いと周辺スポットを手づくりの竹灯りや和傘のオブ
ジェで彩る冬の祭典。
・開 催 日：３月毎週金・土、３／１４（月）〜17（木）
・時
間：１９：００〜２２：００
・場
所：山鹿市豊前街道（八千代座周辺ほか）
・実施主体：山鹿灯籠浪漫・百華百彩実行委員会

●新酒まつり
・内
容：山鹿灯籠踊り、山鹿太鼓などのステージイベント、カクテルコ
ンテスト、山鹿のご当地グルメ・スイーツフェア、豊前街道ミニ
宝探しゲームなど
・開 催 日：３／１３（日）
・時
間：１０：００〜１５：００
・場
所：山鹿市豊前街道（千代の園酒造周辺）
・実施主体：新酒まつり実行委員会
■平山エリア
●平山温泉郷 里山 湯灯りめぐり
・内
容：平山温泉郷一帯の湯灯りスポットや旅館など、入浴施設での竹
や和傘のオブジェによるライトアップ
・開 催 日：3 月〜４月毎週土、３／２０（日）
・時
間：１９：００〜２２：００
・場
所：平山温泉郷一帯
・実施主体：平山温泉観光協会

[鹿本地域推進本部：鹿本地域振興局総務振興課

- 11 -

Tel 0968-44-2131]

菊池エリア
さい

【キャッチフレーズ】

しょく

けん

び

「武者んよか『祭・食・見・美』湯らっと菊池」

菊池渓谷を源流とする菊池川の恵みによって育まれた豊かな食や温泉、菊池一
族の歴史や文化を楽しんでいただきます。
■菊池エリア
●菊池わいふのひなまつり
・内
容：雛人形展示、野点、十二単の着付け体験によるイケ姫コンテス
ト、ちらし寿司やお菓子のふるまいなど
・開 催 日：2/3（木）〜3/21（月・祝）（各催事により日時が異なります）
・時
間：9:00〜17:00
・場
所：菊池夢美術館一帯
・実施主体：菊池さくらまつり実行委員会
（菊池観光協会：Tel 0968-25-0513）
●菊池武者まつり・うまかもん大集合
・内
容：中世に九州を平定する程の活躍をした菊池一族の鎧武者姿を競
う「ザ・イケ武者コンテスト」、「菊池地域うまかもん大集合」、ヘ
リコプター遊覧（有料）など
・開 催 日：3/19（土）〜20（日）
・時
間：11:00〜
・場
所：菊池市民広場特設会場
・実施主体：菊池さくらまつり実行委員会
（菊池観光協会：Tel 0968-25-0513）
●鼓振まつり・湯ったり菊池の軽トラ朝市
・内
容：菊池地域内外の和太鼓10チームによる競演。菊池地域うまかも
ん大集合、武光公鍋のふるまいなど。商店街約６００ｍ（歩行
者天国）で約70台の軽トラによる朝市
・開 催 日：3/27（月・祝）
・時
間：軽トラ朝市 8:00〜11:00 鼓賑まつり 13:00〜
・場
所：菊池市民広場特設会場
・
菊池市隈府商店街（立町、中町、栄町）
・実施主体：菊池さくらまつり実行委員会
（菊池観光協会：Tel 0968-25-0513）

[菊池地域推進本部：菊池地域振興局総務振興課
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Tel 0968-25-4121]

阿蘇エリア
【キャッチフレーズ】

「ゆっくり、のんびり 阿蘇大陸」

慌しい日常を離れ、阿蘇の大フィールドで大地の鼓動を感じ、地元の暮らしを
体験し、 まち の魅力を味わい、ゆっくりのんびり巡ってもらいます。
■阿蘇ゆるっと博
●阿蘇の大火文字焼き（オープニングイベント）
・内
容：大火文字焼き、花火、郷土芸能ステージ、
阿蘇の物産展など（東京 FM 公開収録）
・開 催 日：3/12（土）
・時
間：１５：００〜２０：００（予定）
・場
所：阿蘇市
・実施主体：阿蘇の火まつり実行委員会、
阿蘇ゆるっと博実行委員会

●阿蘇の火まつり
・内
容：新酒とふるさとの味まつり、火振り神事、
神楽とそば手打ち体験交流、山ノ神まつり、
南阿蘇桜さくら植木まつり、杖立温泉鯉の
ぼり祭り、うぶやま健康ウォーキング、鍋
ヶ滝ライトアップ、マゼノ共和国春祭り、
南阿蘇さわやかウォーク in アスペクタ
・開 催 日：２／１２（土）〜5 月下旬
・場
所：阿蘇地域の各市町村
・実施主体：阿蘇の火まつり実行委員会ほか

●阿蘇トレジャーハンティング 2011
・内
容：阿蘇の大自然を満喫しながらの宝探し
・開 催 日：３／１２（土）〜５／３１（火）
・場
所：阿蘇地域全域
・実施主体：阿蘇ゆるっと博実行委員会
詳しくは

阿蘇ゆるっと博ＨＰ http://www.aso‑kuju.jp/

[阿蘇地域推進本部：阿蘇地域振興局総務振興課
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Tel 0967-22-3903]

上益城エリア
【キャッチフレーズ】

「大いなる田舎のおもてなし」

歴史街道「日向往還」や石橋群が往時の面影を残す大いなる田舎 かみましき ！
九州山地に残る伝統文化や農林産物の豊かさをアピールし、見るだけでなく、触
れて、味わって、田舎のおもてなしを体感していただきます。
■日向往還エリア
●日向往還歴史ウォーク と おもてなしの物産フェア
・内
容：自然、歴史・文化に触れるウォークラリーと宮崎県境（高千穂
ヤマト＆ヒュウガ
町など）を含めた食と郷土芸能の披露
＆ジュン
・開 催 日：ウォーク 3/19（土）〜20（日）
おもてなしの物産フェア 3/19（土）
・時
間：ウォーク 9:00〜16:30（コースにより異なる）
物産フェア 11:00〜16:00
・場
所：御船町〜山都町（馬見原まで）の日向往還沿線、物産フェア「道の駅通潤橋」
・実施主体：日向往還歴史ウォーク実行
委員会
●九州山地郷土芸能祭り
・内
容：阿蘇、宮崎県境を含む九州山
地中央の｢神楽｣、｢清和文楽｣、｢大人(おおひと)歌舞伎｣が初共演
・開 催 日：3/21（月･祝）
清和文楽
神楽
大人歌舞伎
・時
間：9:30〜17:00
・場
所：山都町蘇陽総合支所大ホール
・実施主体：九州山地神楽祭実行委員会

歴史ウォークスタート
（1 日目）
【鼎春園】

歴史ウォーク ゴール（1 日目）
歴史ウォーク スタート
（2日目）
益城町

九州山地郷土芸能祭り会場

御船町

嘉島町

おもてなしの物産フェア
メイン会場

（山都町蘇陽総合支所）

歴史ウォーク
（馬見原） ゴール（2 日目）

（浜町）

【馬見原交流広場】
甲佐町

【道の駅通潤橋〔大会本部〕
】
山 都 町

[上益城地域推進本部：上益城地域振興局総務振興課
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Tel 096-282-3044]

宇城エリア
【キャッチフレーズ】

「宇城まるごと旬感園遊会」

恵まれた農水産物、御輿来海岸・三角西港・石橋などの自然や歴史文化といった地域の魅力を
体感できるメニューで訪れる方をもてなします。
■宇城エリア
●九州新幹線全線開業記念「ぐるっと宇城旬感スタンプラリー」
・内
容：宇城の旬を楽しめる物産館や温泉、窯元、飲食店を巡るスタンプラリー
・開 催 日：3/12（土）〜12／１８（日）
・場
所：宇城管内一円（管内５０店舗が参加）
・実施主体：新幹線くまもと創りプロジェクト宇城地域推進本部
●くまもと宇城の着たび
・内
容：石橋めぐりや用水路探索、アスパラガス朝採り、農家
で料理体験など、農水産物や歴史文化を体験する「通」のたび
・開催日時：3／１２（土）、２０（日）、２６（土）、３０（水）※４月以降も開催
・場
所：宇城管内一円
・実施主体：宇城地域振興局（事業委託先：美里ＮＰＯホールディングス）
●MISUMI 幻灯彩
・内
容：竹灯ろうやランタンなどの灯りで幻想的な雰囲気。日中は駅弁特産品販売
・開 催 日：3/1９（土）
・時
間：１２：００〜(予定)
・場
所：ＪＲ三角線 三角駅〜三角港周辺
・実施主体：ＭＩＳＵＭＩ幻灯彩実行委員会
●美里の春感ウォーキング〜くまもと宇城の着たびプレミアム〜
・内

容：アスパラ収穫体験、石橋や春の草花を眺めながらの散策、地元のごちそう、温
泉など、歩いて・食べて美里の春を体感できるウォーキング
・開 催 日：3／２１（月・祝）
・時
間：９：００(熊本駅)または９：３０（石段の郷佐俣の湯）集合
・場
所：美里町カントリーパーク〜佐俣の湯（約６ｋｍ）
・実施主体：宇城地域振興局（事業委託先：美里ＮＰＯホールディングス）
●くまもと宇城のごちそう
・内

容：宇城地域で採れる 15 の農水産物を使い、
地域の飲食店が創作した「ごちそう」を提供
・開 催 日：平成 23 年 1 月〜24 年 12 月
・場
所：宇城管内一円
・企
画：宇城地域振興局
[宇城地域推進本部：宇城地域振興局総務振興課
- 15 -

Tel 0964-32-2113]

天草エリア
【キャッチフレーズ】

「天草海道博」

天草は島をコンセプトに、県を代表する自然、海の食、文化の豊かさを楽しん
でいただきます。
■天草エリア
●天草海道博
・内
容：天草島内を５つの大海道にエリア分けし、各エリア内に陶磁器
海道、イルカ海道、ジオパーク海道、海鮮四季海道など１００の
海道を設定。各海道で、天草の食や伝統文化などを体感
・開 催 日：3/19（土）〜平成 24 年３月
・時
間：詳細は、天草海 道 博 公 式 ガ イ ド ブ ッ ク （ ２ 月 発 刊 予 定 ） な ど を ご
確認ください
・場
所：天草全域
・実施主体：天草海道博実行委員会
※天草海道博の５大海道及び天草海道博ロゴ
・ハイヤ大海道
・キリシタン大海道

・フィッシャーマンズ大海道

・アドベンチャー大海道

・ゲートウェイ大海道

●天草パールラインマラソン大会
・内
容：「遅いあなたが主役です」がキャッチフレーズのジョギングフェ
スティバル
・開 催 日：3/１３（日）
・時
間：１０：００スタート
・場
所：上天草市大矢野
・実施主体：上天草市・熊本走ろう会
[天草地域推進本部：天草地域振興局総務振興課 Tel 0969-22-4214]
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八代エリア
【キャッチフレーズ】

「八代ごろよか！うまかばい！」

新幹線駅、高速 IC、港が揃い、来訪者にとってアクセスが良い八代を、
「うまか
もん（食）」やサプライズイベントなど目白押しの魅力で、地域（各エリア）一体
となり PR します。
■新八代駅エリア
● 「 ご ろ よ か ！ 八 代 祭 り 」、「 県 南 ３ 地 域 （ 八 代 、 水 俣 ・ 芦 北 、 人 吉 ・ 球 磨 ） 連
携イベント（仮称）」
・内
容：郷土芸能の披露、八代の食や土産品等の観光物産展。また、駅
内では、県南３地域の郷土芸能の披露、地域の魅力写真展を開催
・開 催 日：3/12（土）
・時
間：10:00〜17:00（予定）
・場
所：新八代駅
・実施主体：八代市、八代地域推進本部
※新八代駅前おもてなしプロジェクト
・内
容：新八代駅周辺に種まきされた
菜の花によるおもてなし
■中心市街地エリア
●「雛さくら茶会〜城下町やつしろのお雛祭り〜」
・内
容：千人茶会・子ども茶会、野点、雛山（巨大箱庭にお雛様を飾る）
の製作、雛人形の展示、お休み処の設置
・開 催 日：3/１２（土）〜１３（日）
・時
間：10:00〜17:00（予定）
・場
所：八代市本町一帯
・実施主体：八代市中心市街地活性化協議会
●「〜緑の祭典〜ＩＸＰＯ８２４６（イグスポやつしろ）」
（くまもとサプライズアワード（一般部門）受賞団体）
・内
容：本町アーケードに約 700ｍに及ぶい草のゴザを敷き（ギネス申
請予定）、い草や畳づくり体験・展示、 学生企画のサプライズイ
ベント・お茶会など
・開 催 日：3/12（土）
・時
間：10:00〜17:00（予定）
・場
所：八代市本町アーケード
・実施主体：八代グリーンプロジェクト実行委員会
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■その他のエリア
●「２０１１やつしろ菜の花ウォークラリーｉn 八代」
・内
容：新幹線沿線の菜の花畑に手作りのかかしを並べ、新幹線利用者
をおもてなしするほか、ウォークラリーや農産物販売（菜種油、
菜の花米等）などを実施
・開 催 日：3/1９（土）
・時
間：１０：００〜
・場
所：八代市鏡町
・実施主体：やつしろ菜の花部会

[八代地域推進本部：八代地域振興局総務振興課
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Tel 0965-33-3128]

水俣・芦北エリア
【キャッチフレーズ】

「旬巡り

わくわく体感

水俣・芦北」

新幹線駅のある水俣芦北地域の風光明媚な「自然」と四季折々の「食」や「文
化」を融合し、地域一体となって魅力を発信します。
■新水俣駅エリア
●新水俣駅開業イベント
・内
容：物産展、ステージイベント、写真展、 県 南 ３ 地 域 等 観 光 Ｐ Ｒ
ブース、県南３地域パネル展など（予定）
・開 催 日：3/12（土）〜１３（日）
・時
間：調整中
・場
所：JR 新水俣駅構内
・実施主体：水俣・芦北地域推進本部、水俣市
イメージ

県南 3 地域パネル展、写真展など

県南 3 地域等観光ＰＲブース、特産展など

■芦北エリア
●芦北うたせマラソン開業記念イベント
・内
容：マラソン大会、特産展
・開 催 日：3/２７（日）
・時
間：９：００〜
・場
所：芦北海浜総合公園
・実施主体：芦北うたせマラソン大会実行委員会
■津奈木エリア
●つなぎ桜まつりウォークラリー大会
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・内
容：ウォーク大会と特産展
・開 催 日：3/27（日）
・時
間：調整中
・場
所：つなぎ物産ギャラリー
グリーンゲイト広場
・実施主体：津奈木町
■水俣エリア
●みなまた春の膳
・内
容：地域の旬の食（あわび御膳）と物産館などを楽しむスタンプラ
リーの開催
・開 催 日：3/1（火）〜4/3（日）
・場
所：湯の児、湯の鶴温泉街
・実施主体：みなまた観光物産協会

[水俣芦北地域推進本部：芦北地域振興局総務振興課
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Tel 0966-82-4445]

人吉・球磨エリア
【キャッチフレーズ】

「相良文化が香る里

人吉球磨」

SL 人吉・観光列車で鹿児島との周遊ルートでつながる熊本の奥座敷。清流「球
磨川」を利用したアクティビティ、相良 700 年の歴史文化、県を代表する球磨焼
酎など多彩な魅力を PR します。
■人吉駅周辺エリア
●人吉温泉ひなの宿 竹あかり
・内
容：各旅館におもてなしの竹灯籠を設置
・開 催 日：3/11（金）〜31（木）
・時
間：旅館により異なります
・場
所：人吉市内参加９旅館
・実施主体：人吉温泉旅館組合
●国宝青井阿蘇神社で灯る竹灯籠
・内
容：境内にて、竹灯籠でこの日限りの開業記念の竹灯り
・開 催 日：3/12（土）
・時
間：19:00〜20:00（予定）
・場
所：青井阿蘇神社
・実施主体：人吉商工会議所青年部
●ノスタルジック人吉
・内
容：女将さん達によるレトロな特設カフェの設置
・開 催 日：3/20（日）
・時
間：10:00〜16:00（予定）
・場
所：人吉駅
・実施主体：人吉温泉女将の会さくら会
■人吉球磨地域全域・くま川鉄道エリア
●人吉球磨は、ひなまつり
・内
容：全市町村にひなまつり会場を設け、ひなまつり一色。併せて、地域全域で特
産品スイーツを提供
・開 催 日：１/30（日）〜３/31（木）
・時
間：会場により異なります
・場
所：ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ石野公園、九日町・五日町おひな通り、
鍛冶屋町通り、専徳寺など
・実施主体：ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン実行委員会
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●相良三十三観音春の一斉開帳
・内
容：人吉球磨地域の三十三観音（35 ヶ所）全ての観音堂の一斉開帳と
地域の方のお茶やお菓子によるおもてなし
・開 催 日：3/21（月・祝）
・時
間：観音堂により異なります。
・場
所：人吉球磨地域各所
・実施主体：相良三十三観音協議会

[人吉球磨地域推進本部：球磨地域振興局総務振興課
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Tel 0966-24-4113]

２．県外イベント、県外ＰＲ・キャンペーン
■京都市
●「熊本 うまかもん祭」
・内
容：熊本の食材を使用したフェアの開催
・実施主体：ウェスティン都ホテル京都（京都市）
【オープニングパーティー】
・内
容：知事トップセールス、熊本名店による郷土料理の紹介、観光・
伝統芸能の紹介、県産品の展示販売、球磨焼酎バーの設置
・開 催 日：２／１８（金）１８：００〜
【レストランプロモーション】
・内
容：館内全レストランで熊本の食材を使用した特別メニューの提供
・開 催 日：２／１８（金）〜２８（月）
■大阪市
●くまもと逸品縁日＆ミナミあっちこっちラリー
・内
容：
くまもと逸品縁日：熊本の食を味わう観光・物産展
くまモンファン感謝デー：必ず会える！くまモンと遊ぼう！(19 日)
ミナミあっちこっちラリー：道頓堀商店街周辺でスタンプラリー(20 日)
・開 催 日：２／１９（土）〜２０（日）
・時
間：１１：００〜１７：００
・場
所：湊町リバープレイス（大阪市浪速区）
・実施主体：くまもとブランド推進課
■関西圏
●関西圏イトーヨーカ堂熊本・鹿児島フェア（仮称）
・内
容：九州新幹線全線開業にともない関西圏イトーヨーカ堂店舗で熊
本・鹿児島合同フェアを開催
・開 催 日：３／９（水）〜１４（月）
・時
間：10:00〜20:00
・場
所：関西圏イトーヨーカ堂店舗（詳細未定）
・実施主体：イトーヨーカ堂
●よしもと新喜劇「熊本旅館騒動記!? 」
・内
容：吉本興業とのタイアップで実施した「くまもとウィーク IN な ん
ば グ ラ ン ド 花 月 」 期 間 中 に 知 事 出 演 に よ り 上 演 （ 1/29（ 土 ））
された吉本新喜劇の放送
・放 送 日：大阪毎日放送（2/12（土））をはじめ西日本の１２局で放送
・実施主体：くまもとブランド推進課
■福岡市
●九州新幹線おみやげ開発プロジェクト「くまもと
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うまカモン！」販売会

・内

容：九州新幹線おみやげ開発プロジェクトで開発した新たなおみや
げ 21 商品を販売
・開 催 日：３／２６（土）〜27（日）
・時
間：詳細未定
・場
所：博多駅ターミナルビル アミュ地下キューブ（地下 1 階）
・実施主体：熊本県（くまもとブランド推進課）、熊本市（産業政策課）
■首都圏
●熊本の魅力キャンペーン 第３弾
・内
容：JR 山手線などの主要駅のホームベンチ広告で「くまモン」が熊
本の魅力をつぶやく
・掲出期間：２／２８（月）〜３／１６（水）
・場
所：JR 山手線など主要駅ホームベンチ東京、浜松町、品川、新宿、
池袋、秋葉原を含む３０駅を超えるホームベンチ広告、さらに東
京メトロ車内中吊り広告(２日間)1,700 枚掲出
・実施主体：広報課

●「くまモンのつぶやき」ウェブサイト
・内
容 ：「 お 風 呂 も ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー 」「 ギ ネ ス 記 録 保 持 者 、 バ ン ペ イ
ユ」など熊本の魅力がたくさん詰まったネタの詳細を掲載。また、
クイズに答えたら抽選で豪華なプレゼントがもらえるキャンペ
ーンも実施。ブログや口コミで、熊本の情報通を増やしていく。
・掲出期間：〜平成２３年３月末
・詳細は、 くまモンのつぶやき 検索
●「くまもと 食 コレクション ２０１１」
・内
容：全国の食品スーパーマーケット及び食品小売業関係者に対して、
農林水産物をはじめとした熊本県産品を大きくアピールし、認知
度向上を図る
・開 催 日：２／８（火）
・時
間：１８：３０〜
・場
所：有明ワシントンホテル
・実施主体：東京事務所、（社）新日本スーパーマーケット協会
●東急ストア「熊本フェア（仮称）」
・内
容：東急ストア関東地区９５店舗で「熊本フェア（仮称）」が展開されるた
め、この機会に熊本県産品及び九州新幹線開通をＰＲする
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・期
間：３月１９日(土)〜２２日(火)
・場
所：関東地区の東急ストア 95 店舗
・販売品目：イチゴ、デコポン、スイカ、メロンなど、春の県産青果物
・ＰＲ方法：各店舗での新幹線開通告知ポスターなどの掲示、関連資材の配布、新
聞チラシへのくまモンの掲出（交渉中）
・実施主体：株式会社 東急ストア
●新聞広報等
・内
容：蒲島知事と小泉東京農大名誉教授との紙面対談
・掲出期間：朝日新聞首都圏版全面広告：３月中旬
週刊朝日、アサヒ・コム ：３月中旬
・テーマ： くまもとの食〜水と人が育んだ、くまもとの美味を語る〜
・内
容：蒲島知事と細川護熙元首相との紙面対談
・掲出期間：朝日新聞首都圏版全面広告：３月中旬
週刊朝日、アサヒ・コム ：３月中旬
・テーマ： くまもとの政治と文化〜品格あるくまもとづくり〜を語る
■西日本地域
●くまもとサプライズザンス観光キャンペーン
熊本県、
（社）熊本県観光連盟、西日本旅客鉄道（株）が共同で、平成２３年３月１２日の
九州新幹線全線開業を控え、熊本県宣伝部長の「スザンヌ」さんをキャンペーンキャラクタ
ーに起用し、
「くまもとサプライズザンス観光キャンペーン」を展開

○実施期間
平成２２年１０月１日（金）〜平成２３年３月３１日（木）
○主催
熊本県（観光交流国際課）・（社）熊本県観光連盟・西日本旅客鉄道株式会社
○テーマ
熊本城をはじめとする歴史ロマン溢れる熊本。阿蘇や天草をはじめとする
大自然、そしてグルメ溢れる熊本。平成２３年３月１２日に九州新幹線の全
線開業を控えるそんな熊本を、一足早くご案内。「くまもとサプライズ」をテ
ーマに、熊本県を訪れた皆様が今までに体験したことがないような驚きと感
動をご提供します。
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