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イベント

＝日時

＝期日、期間

＝時間

＝場所

＝内容

＝演題

＝講師

＝対象

＝定員

＝費用

＝持参品

＝申込み

＝出演

※各項目を省略した記号でご案内します。

熊本城本丸御殿催事～春の宴～

水前寺まつりを開催します

入場無料
場無料
入

「水まち水前寺」か
ら発信する温かで楽
しいお祭りとして、
多彩な和のおもてな
しを行います。
当 日は、水前寺成
趣園の入場料が無料になります（一部参加費が
必要な場合があります）。
4月5日～5月31日までの毎週土曜日、熊本城
水前寺成趣園一帯、水前寺江津湖公園
本丸御殿にて
「春の宴」を開催します。
4月5日（土） 午前10時～午後9時
4月5日
天草ハイヤ／ザ・わらべ、こわらべ
【園内】
出演：天草南風凛風会、ザ・わらべ、
○茶道「肥後古流」お点前披露（6日も開催）
こわらべ、黒木 界成
古式ゆかしい肥後古流の作法を披露します。
4月12日 民話朗読と即興音楽
○民謡祭・子ども音楽祭
出演：高杉 稔、豊田 隆博
○大庭 照子公演
4月19日 福島竹峰社中 郷土芸能
○くまもと道中踊り（福島竹峰社中）
出演：福島 竹峰、福島竹峰社中
熊本の民謡に合わせて、福島竹峰社中率い
4月26日 邦楽ユニット あうん
る三味線隊が園内を練り歩きます。
出演：ジェフ・ケアンズ、簑田 由美子、
【参道・園内】
藤川 いずみ
○水前寺こいあかり（6日も開催）
午 後6時 ～7時 半 ま で
熊本城本丸御殿
カップなどに浮かべたロウソクの灯りで夜
（櫻・梅の間） 熊本城入園料 ※市内の小・中学
の演出を行います。
生、65歳以上の方、
障がいのある方は、
名札、
年
【お祭り広場（水前寺江津湖公園）（
】6日も開催）
齢の分かるもの、
障害者手帳の提示で無料。
○和太鼓演奏
※
「春の宴」
にあわせ、熊本城では夜間開園を行
○物産展
います。
4月6日（日） 午前10時～午後8時半
※午後5時半以降は、
頬当御門からのみの入園
【園内】
となります
（4月5日は除く）。
○伝統芸能・水前寺成趣園踊り（花と誠の会）
※イベント内容は変更になる場合があります。
○水前寺総おどり
詳しくは、
ひごまるコール
（緯3341500）ま
【園内および園一帯】
たは、
お城まつりホームページへ。
（要予約）
○水前寺一帯の歴史散策（地名研究会）
（熊本城総合事務所 緯3525900）
詳しくは、熊本ルネッサンスホームページ
さるくガイドと行く！
（ht
t
p:
/
/
www.
kumamot
or
unesansu.
j
p/
）
へ。
月替り限定スペシャルさるく
イベント内容は変更になる場合があります。
●夜の熊本城と本丸御殿 ～春夜の宴～
（にぎわい推進室 緯3282948）
漆黒の闇夜に浮かぶ熊本城。
本丸御殿での伝
統芸能は、昼間とは違った魅力であなたを幽玄
歴史サロン花畑「歴史談話室」 無料
の世界へ誘うことでしょう。
どっぷりと夜の熊
4月8日（火）午後2時～4時
歴史文書資
本城を満喫してください。
料室
（花畑町別館3階） 歴史への疑問や読め
4月・5月毎週土曜日
午後5時～6時（伝統
ない古文書などの相談
松本 寿三郎さん（元
芸能～春の宴～開始までのご案内となります）
熊本大学教授）、工藤 敬一さん（熊本大学名誉教
集合場所 桜の馬場城彩苑総合観光案内所
桜
授）、猪飼 隆明さん（大阪大学名誉教授）
、森山
の馬場城彩苑→加藤清正像→頬当御門→天守閣
秀吉さん
（元熊本大学教授） 当日午後3時半
→本丸御殿 櫻・梅の間（春の宴） 大人500円、
までに直接会場へ
小・中学生250円 ※別途熊本城夜間入園料が
詳しくは、歴史文書資料室（緯3282038）へ。
必要です
（大人200円、小・中学生100円）市内
の小・中学生、
65歳以上の方、障がいのある方は、 記念館自主講座
①
「小説「こゝろ」について」
名札、
年齢の分かるもの、障害者手帳の提示で熊
4月19日（土）午 前10時 ～11時 半
夏
本城入園料が無料になります。 開催日前日午
目 漱 石 内 坪 井 旧 居（中 央 区 内 坪 井 町422）
後5時までに申込み（受付時間：午前8時半～午
小原 啓介さん（記念館館長）
後5時）平日：熊本国際観光コンベンション協
②
「ハーン作品」トークの会
会
（緯3591788）
、土・日・祝 日：桜 の 馬 場 城 彩
苑総合観光案内所
（緯3225060）へ
4月27日（日）午後2時～3時半
小泉八
雲熊本旧居（中央区安政町26） 小泉八雲
「おてもやん」
CD、おどりレッスン用
と古事記の世界
坂本 弘敏さん（小泉八雲
DVD
（ビデオ）を貸し出します
熊本旧居館長）
火の国まつりにもっと親しんでいただけるよ
う
「おてもやん」CDを無料配布、
おどりレッスン
①②共通
入館料 ※市内の小・中学生と65歳
DVD
（ビデオ）
を貸し出しています。
以上の方、障がいのある方は名札、年齢の分かる
地域や学校行事などにも活用してみませんか。 もの、障害者手帳の提示で無料。 当日直接会
配布・貸出場所：にぎわい推進室（市庁舎12階）
場へ
（緯3282948）
（文化振興課 緯3282039）

アースウィークくまもと2014
（4月16日～22日）
4月22日は地球環境保全のために行動する
「ア ー ス デ イ」
で す。こ の ア ー ス デ イ を 含 む
日
1週間にわたって、
様々な環境保全活動を行い
ます。子どもたちのために、この大切な地球の環
境をみんなで守りましょう。
■ノーマイカーデイ・パレード

戸井の外公園（中央区水前寺1丁目）
から市
役所前まで、
ノーマイカーデイをアピールし
ながら、
CO2
削減のため、公共交通機関や自転
車の利用を呼びかけます。
4月16日
（水）午 前7時 半 戸 井 の 外 公 園
集合・出発
（雨天決行）
■アースデイ・イベント
4月20日（日）午前11時～午後5時
サ
ンロード新市街アーケード
セレモニー、ゆ
るキャラによるエコ宣言、
チャリティーバ
ザー、
ゴーヤの苗配布、ワークショップ、協賛
企業ブースなど
■環境パネル展
4月19日（土）、
20日
（日） サンロード新
市街アーケード
アースウィーク賛同団体
によるパネル展示
詳しくは、
アースウィークくまもと2014実
行委員会（緯3536397）へ。

■環境保全啓発パネル展
温暖化対策や水と緑の保全、ごみ減量・リサ
イクル推進などについて展示します。
4月16日（水）～22日（火）
市庁舎1階ロビー
（環境政策課 緯3282427）

市民環境科学セミナー

無料

①紙のリサイクル～新聞紙エコバッグ作り
4月15日（火）午前10時～正午
②夏が来る前に～紫外線とUVビーズストラップ作り
4月16日（水）午前10時～正午
③色の不思議～水性サインペンの色の謎を解明
4月17日（木）午前10時～正午
①②③共通
各日20人（先着順） 4月7日か
ら電話かファクス（3797783）
で氏名、電話番
号を〒8620946東区画図町所島4041環境
総合センター（緯3792511）
へ

市外局番 096を省略しています煙区役所の各課の電話番号は、
22～26ページをご覧ください。
煙
「〒8608601」
は市役所専用番号です。
住所の記載なしで郵便物が届きます。

