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見どころ紹介
　　鞠智城・温故創生館
　　山江村歴史民俗資料館
　　熊本博物館
コレクション紹介
　　御船町恐竜博物館
博物館のお仕事
　　肥後の里山ギャラリー
美術館・博物館紹介
　　坂本善三美術館
　　天草キリシタン館
展示イベントのご案内

ミューズ

くまもと

MAP

発行／

熊本県博物館ネットワークセンター
〒869-0524　熊本県宇城市松橋町豊福 1695
TEL：0964-34-3301　FAX：0964-34-3302
○記載事項は 2020年９月時点で各館から提供された情報に基づいています。
○休館日は、掲載されたもの以外に、年末年始や展示替え期間などの休館があります。
○料金は、企画展、特別展が別料金の場合があります。
○その他、詳しくは各館のホームページ等をご参照ください。
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 県央

❶熊本県立美術館 本館

❷熊本市現代美術館
❸熊本県伝統工芸館
❹くまもと文学・歴史館
❺熊本博物館
❻肥後の里山ギャラリー

❼島田美術館

❽熊本市くまもと工芸会館
❾宇城市不知火美術館
熊本県博物館ネットワークセンター
御船町恐竜博物館

玉名市立歴史博物館こころピア

歴史公園鞠智城・温故創生館

県北

玉東教育委員会
坂本善三美術館

山江村歴史民俗資料館

天草市本渡歴史民俗資料館

県南

天草キリシタン館



天草ロザリオ館
天草四郎ミュージアム

感染拡大の影響
展示・イベント等の期日が
変更になる場合があります。
詳しくは、各館のホームペー
ジ等で御確認ください。
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　肥後の里山ギャラリーは肥後銀行
が設置するミュージアムです。銀行員
から華麗な(？)転身をとげた館長(そ
の正体は茶道の肥後古流宗家！時々
袴姿に変身！)と学芸員2人で粉骨砕
身、年に5・6回の展覧会と歴史文化
講座を企画開催しています。
　当館のこだわりは、とにかく熊本。
熊本の歴史や文化・芸術、そしてそれ
を作り出す熊本をテーマにしています。熊本藩主細川家のコレクショ
ン永青文庫の企画展、熊本の水と緑展、熊本で活躍する現代作家展、
県内の博物館美術館のコレクションを紹介するサテライトミュージア
ム展などなど、熊本限定企画を考えるのは生みの苦しみですが、準備
や調査で出会う“本当にすごいゾ、くまもと！”の発見は、毎回それに勝
る喜びです。
　コロナウィルス感染防止のため閉館していた間も、今後の企画展に
むけて資料調査に勤しんでいました。沢山の資料の中から、幕末に書
かれた巨大な日本地図が見つかったときは大興奮。この地道でコツコ
ツとした作業が、熊本の魅力発見の大きな手掛かりとなるのです。
 ギャラリートークなど来館者との対話・情報交換も大事にしているこ
との一つです。ここからも色んな気づきや発見があり、企画のヒントに
なったりします。
　地域に根差した銀行ならではのミュージアムとして、熊本のすばらし
さや魅力を発信し心に響く企画がお届けできるよう、日 “々博物館のお
仕事”に邁進しています。

【館の紹介】
 辛島町交差点すぐ、肥後銀行本店の1階にあり
ます。当館は、平成27年、自然との共生・環境
との調和をコンセプトに熊本城の武者返しや棚
田をモチーフとして建替えられた肥後銀行本店
と共に開館しました。熊本の歴史や文化への理
解と親しみを深める場として、文化情報の発信
拠点として、企画展覧会や講座を行っていま
す。県内の重要文化財や領内名勝図巻（永青文
庫所蔵）等を高精細画像で閲覧できるデジタル
ミュージアムもご覧いただけます。

■所 在 地　〒860-0017 熊本市中央区練兵町1　
　　　　　　　　　　　　肥後銀行本店1階
■電     話　096-326-7800
■開館時間　9：30～16：30
■休 館 日　日曜祝日、年末年始（12/31～1/3）
■入 館 料　無料

肥後の里山ギャラリー

博 物 館 の お 仕 事 　

貯水池跡イメージ 百済菩薩立像
(正面) 御船層群産獣脚類中足骨化石

木造地蔵菩薩坐像
（人吉市新町地蔵堂所蔵）

木造毘沙門天立像
（人吉市大柿毘沙門堂所蔵）

　令和2年7月4日に発生した豪雨災害により、人吉球磨を流れる球磨川が氾濫し、川辺
川や山田川、万江川などの支流が流れる地域においても甚大な被害が確認されました。
　被災した地域には古来より大切に守り継がれてきた寺社堂が存在していましたが、今
回の豪雨によりその多くが被災してしまいました。
　そして現在、山江村歴史民俗資料館では、地域住民やボランティアの方々によって救
出された神仏像四十数体の寄託管理を行っています。
　この企画展では救出された神仏像に焦点を当て、当時の被災状況を知ってもらうとと
もに、人吉球磨の一日も早い復旧・復興への願いを込めて開催します。

コレクション

山江村歴史民俗資料館

熊本県立装飾古墳館分館
歴史公園鞠智城・温故創生館

令和2年7月豪雨災害復興支援 －被災した人吉球磨の神仏像展－

期間：令和2年10月4日（日）～12月6日（日）

期間：　12月5日（土）　 ～　 1月24日（日）
令和2年（2020年） 令和3年（2021年）

期間：令和2年10月18日（日）～11月3日（火）

令和2年度企画展

企画展

　鞠智城は、７世紀後半（約1350年前）に大和政権が築いた古代山城です。
　周囲３.５ｋｍ、面積５５ｈａの規模をもち、県教育委員会の発掘調査により、八角形建物
や米倉などの建物跡や、貯水池跡、土塁などの遺構が発見されています。
　国内の古代山城では、唯一の発見となる貯水池跡からは、友好関係にあった百済から
持ち込まれたと考えられる銅造菩薩立像や、墨書木簡、建築部材、木製農耕具など貴重
な遺物が発見されています。
　本展では、普段は非公開である銅造菩薩立像の実物を特別展示します。７世紀の百済
仏の特徴をもち、百済の亡命貴族の指導のもとで築かれたと考えられる「鞠智城」の歴
史的背景を物語る貴重な資料です。一度実物を見てみませんか。

　この資料は、平成2（1990）年3月23日に御船町天君ダム近くで発見された
恐竜化石です。当時、熊本県の恐竜化石としては「ミフネリュウ」に次いで2例目
であり、その後、御船層群から数多くの恐竜化石が採集されるきっかけとなっ
たものです。道路際の斜面から崩れ落ちた岩石から発見されたため近位端は
欠けていますが、遠位端は完全に保存されています。割れた断面を見ると、内
部が中空になっていることがわかります。
　発見当時、この化石を含む岩が落ちてきたとみられる地層には、隣の指（第
３趾）の中足骨が残っていました。産出の状況から、これらは同一個体に由来す

るものだと考えられています。今のところ、詳しい種
類はわかっていませんが、ジュラ紀や白亜紀に栄えた
2足歩行の肉食恐竜のものと特徴が一致しています。
　周辺の地層には川底に掃き寄せられるようにして
集まった骨の化石が含まれており、これらの化石をひ
とつひとつ採集することによって、当時の恐竜たちの
姿が見えてきます。御船層群上部層が分布する地域
ではこのような化石層が至る所に露出しており、本格
的な発掘調査の再開が待たれます。

ひとのすがた、いのりのかたち －肖像彫刻の世界－

紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹
介介介介介介介介介介介介
紹
　介ろろろろろろろろろろろろこここここここここどどどどどどどどどどどどどどど見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見

獣脚類の左足第 2 趾中足骨化石獣脚類の左足第 2 趾中足骨化石

銅造菩薩立像発見記念特別展示銅造菩薩立像発見記念特別展示

【施設紹介】

T E L（0968）48－3178
FAX（0968）48－3697

問い合わせ先

《木造東陵永璵禅師倚像》
南北朝時代　雲巌禅寺所蔵
（熊本博物館保管）

御船町恐竜博物館

　御船町恐竜博物館は1998年に設立
された、恐竜をテーマとした町立自然
史博物館です。現在、約16000点の資
料を収蔵し、御船層群の恐竜化石の収
集と保存・公開、地域の自然を活用し
た教育活動を積極的に展開していま
す。また、モンタナ州立大学付属ロッ
キー博物館と連携した研究・教育事業
への取り組みなど、地域のグローバル
化の拠点としても活動しています。

〒861-3207
熊本県上益城郡御船町大字御船995-6
TEL： 096-282-4051

開館時間：9:00～17:00
　　　　（入館は16:30まで）
休 館 日：毎週月曜日
          　 (月曜日が祝日の場合はその翌日)
　　　　　年末年始
入 館 料：大　人　500円
　　　　　高校・大学生　300円
　　　　　小・中学生　200円
　　　　（団体割引や定期観覧料金あり）

　熊本市の西方・金峰山山麓に位置する古刹・雲巌禅寺。宮本武蔵が参籠し『五輪書』を記したと伝
わる霊巌洞があることでも知られています。同寺を開山したと伝わるのが、元出身の禅僧・東陵永
璵です。国の重要文化財に指定されている《木造東陵永璵禅師倚像》（所蔵：雲巌禅寺、管理団体：
熊本市）は、東陵永璵の姿を唯一伝える「頂相彫刻」です。今回の企画展は、本像を修復後初めて公
開するとともに、さまざまな僧侶や武将などの姿を表した肖像彫刻を展示します。実在した（あるい
は実在したとされる）人物の姿を表すことに込められた、人々の祈りの形に迫ります。

うんがんぜんじ

れいがんどう

よ

とうりょうえいげん

もくぞうとうりょうえ いよぜ んし い ぞう

熊本博物館
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　肥後の里山ギャラリーは肥後銀行
が設置するミュージアムです。銀行員
から華麗な(？)転身をとげた館長(そ
の正体は茶道の肥後古流宗家！時々
袴姿に変身！)と学芸員2人で粉骨砕
身、年に5・6回の展覧会と歴史文化
講座を企画開催しています。
　当館のこだわりは、とにかく熊本。
熊本の歴史や文化・芸術、そしてそれ
を作り出す熊本をテーマにしています。熊本藩主細川家のコレクショ
ン永青文庫の企画展、熊本の水と緑展、熊本で活躍する現代作家展、
県内の博物館美術館のコレクションを紹介するサテライトミュージア
ム展などなど、熊本限定企画を考えるのは生みの苦しみですが、準備
や調査で出会う“本当にすごいゾ、くまもと！”の発見は、毎回それに勝
る喜びです。
　コロナウィルス感染防止のため閉館していた間も、今後の企画展に
むけて資料調査に勤しんでいました。沢山の資料の中から、幕末に書
かれた巨大な日本地図が見つかったときは大興奮。この地道でコツコ
ツとした作業が、熊本の魅力発見の大きな手掛かりとなるのです。
 ギャラリートークなど来館者との対話・情報交換も大事にしているこ
との一つです。ここからも色んな気づきや発見があり、企画のヒントに
なったりします。
　地域に根差した銀行ならではのミュージアムとして、熊本のすばらし
さや魅力を発信し心に響く企画がお届けできるよう、日 “々博物館のお
仕事”に邁進しています。

【館の紹介】
 辛島町交差点すぐ、肥後銀行本店の1階にあり
ます。当館は、平成27年、自然との共生・環境
との調和をコンセプトに熊本城の武者返しや棚
田をモチーフとして建替えられた肥後銀行本店
と共に開館しました。熊本の歴史や文化への理
解と親しみを深める場として、文化情報の発信
拠点として、企画展覧会や講座を行っていま
す。県内の重要文化財や領内名勝図巻（永青文
庫所蔵）等を高精細画像で閲覧できるデジタル
ミュージアムもご覧いただけます。

■所 在 地　〒860-0017 熊本市中央区練兵町1　
　　　　　　　　　　　　肥後銀行本店1階
■電     話　096-326-7800
■開館時間　9：30～16：30
■休 館 日　日曜祝日、年末年始（12/31～1/3）
■入 館 料　無料

肥後の里山ギャラリー

博 物 館 の お 仕 事 　

貯水池跡イメージ 百済菩薩立像
(正面) 御船層群産獣脚類中足骨化石

木造地蔵菩薩坐像
（人吉市新町地蔵堂所蔵）

木造毘沙門天立像
（人吉市大柿毘沙門堂所蔵）

　令和2年7月4日に発生した豪雨災害により、人吉球磨を流れる球磨川が氾濫し、川辺
川や山田川、万江川などの支流が流れる地域においても甚大な被害が確認されました。
　被災した地域には古来より大切に守り継がれてきた寺社堂が存在していましたが、今
回の豪雨によりその多くが被災してしまいました。
　そして現在、山江村歴史民俗資料館では、地域住民やボランティアの方々によって救
出された神仏像四十数体の寄託管理を行っています。
　この企画展では救出された神仏像に焦点を当て、当時の被災状況を知ってもらうとと
もに、人吉球磨の一日も早い復旧・復興への願いを込めて開催します。

コレクション

山江村歴史民俗資料館

熊本県立装飾古墳館分館
歴史公園鞠智城・温故創生館

令和2年7月豪雨災害復興支援 －被災した人吉球磨の神仏像展－

期間：令和2年10月4日（日）～12月6日（日）

期間：　12月5日（土）　 ～　 1月24日（日）
令和2年（2020年） 令和3年（2021年）

期間：令和2年10月18日（日）～11月3日（火）

令和2年度企画展

企画展

　鞠智城は、７世紀後半（約1350年前）に大和政権が築いた古代山城です。
　周囲３.５ｋｍ、面積５５ｈａの規模をもち、県教育委員会の発掘調査により、八角形建物
や米倉などの建物跡や、貯水池跡、土塁などの遺構が発見されています。
　国内の古代山城では、唯一の発見となる貯水池跡からは、友好関係にあった百済から
持ち込まれたと考えられる銅造菩薩立像や、墨書木簡、建築部材、木製農耕具など貴重
な遺物が発見されています。
　本展では、普段は非公開である銅造菩薩立像の実物を特別展示します。７世紀の百済
仏の特徴をもち、百済の亡命貴族の指導のもとで築かれたと考えられる「鞠智城」の歴
史的背景を物語る貴重な資料です。一度実物を見てみませんか。

　この資料は、平成2（1990）年3月23日に御船町天君ダム近くで発見された
恐竜化石です。当時、熊本県の恐竜化石としては「ミフネリュウ」に次いで2例目
であり、その後、御船層群から数多くの恐竜化石が採集されるきっかけとなっ
たものです。道路際の斜面から崩れ落ちた岩石から発見されたため近位端は
欠けていますが、遠位端は完全に保存されています。割れた断面を見ると、内
部が中空になっていることがわかります。
　発見当時、この化石を含む岩が落ちてきたとみられる地層には、隣の指（第
３趾）の中足骨が残っていました。産出の状況から、これらは同一個体に由来す

るものだと考えられています。今のところ、詳しい種
類はわかっていませんが、ジュラ紀や白亜紀に栄えた
2足歩行の肉食恐竜のものと特徴が一致しています。
　周辺の地層には川底に掃き寄せられるようにして
集まった骨の化石が含まれており、これらの化石をひ
とつひとつ採集することによって、当時の恐竜たちの
姿が見えてきます。御船層群上部層が分布する地域
ではこのような化石層が至る所に露出しており、本格
的な発掘調査の再開が待たれます。

ひとのすがた、いのりのかたち －肖像彫刻の世界－

紹
　介ろこど見

獣脚類の左足第 2 趾中足骨化石獣脚類の左足第 2 趾中足骨化石

銅造菩薩立像発見記念特別展示銅造菩薩立像発見記念特別展示

【施設紹介】

T E L（0968）48－3178
FAX（0968）48－3697

問い合わせ先

《木造東陵永璵禅師倚像》
南北朝時代　雲巌禅寺所蔵
（熊本博物館保管）

御船町恐竜博物館

　御船町恐竜博物館は1998年に設立
された、恐竜をテーマとした町立自然
史博物館です。現在、約16000点の資
料を収蔵し、御船層群の恐竜化石の収
集と保存・公開、地域の自然を活用し
た教育活動を積極的に展開していま
す。また、モンタナ州立大学付属ロッ
キー博物館と連携した研究・教育事業
への取り組みなど、地域のグローバル
化の拠点としても活動しています。

〒861-3207
熊本県上益城郡御船町大字御船995-6
TEL： 096-282-4051

開館時間：9:00～17:00
　　　　（入館は16:30まで）
休 館 日：毎週月曜日
          　 (月曜日が祝日の場合はその翌日)
　　　　　年末年始
入 館 料：大　人　500円
　　　　　高校・大学生　300円
　　　　　小・中学生　200円
　　　　（団体割引や定期観覧料金あり）

　熊本市の西方・金峰山山麓に位置する古刹・雲巌禅寺。宮本武蔵が参籠し『五輪書』を記したと伝
わる霊巌洞があることでも知られています。同寺を開山したと伝わるのが、元出身の禅僧・東陵永
璵です。国の重要文化財に指定されている《木造東陵永璵禅師倚像》（所蔵：雲巌禅寺、管理団体：
熊本市）は、東陵永璵の姿を唯一伝える「頂相彫刻」です。今回の企画展は、本像を修復後初めて公
開するとともに、さまざまな僧侶や武将などの姿を表した肖像彫刻を展示します。実在した（あるい
は実在したとされる）人物の姿を表すことに込められた、人々の祈りの形に迫ります。

うんがんぜんじ

れいがんどう

よ

とうりょうえいげん

もくぞうとうりょうえ いよぜ んし い ぞう

熊本博物館
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　１０月１４日（水）から、秋季企画展「天草を治めた光秀の孫　～仁義の侍
　三宅藤兵衛～」を開催予定です。三宅藤兵衛に関する貴重な資料を展
示しますので、ぜひこの機会に地域の方々に足を運んでいただければと
思います。
　また企画展として「天草を描く～鶴田一郎と大西靖子の世界～」も並行
して開催していますので、そちらも見学いただけたらと思います。

坂本善三美術館 天草キリシタン館
　阿蘇郡小国町の町立美術館です。郷土出身の画家坂
本善三の画業を讃え、1995年に開館しました。「小国の
自然から生まれた坂本善三芸術は小国の生活の中にあ
るのが最も似合う」というコンセプトから、美術館の建
物は明治5年に建てられた古民家を移築したもので、大
きな農家の母屋を２棟の蔵が囲っているような姿をし
ています。館内は全館畳敷きで、畳に腰を下ろしてゆっ
くりと作品を鑑賞することができます。
　坂本善三の作品を中心とした展示活動のほか、小中学校と連携した鑑賞教室、住民とともに作り上げる展覧
会のプロジェクトなど、美術館内だけにとどまらない多彩な活動を行っています。

　１５６６年、天草にキリスト教が伝来してからの西洋文
化、１６３７年に勃発した天草・島原の乱、乱後の天領と
なった時代の潜伏キリシタン遺物など約１５０点の展示
資料で、天草キリシタン史を紹介します。

キリシタン館正面坂本善三美術館外観

●２５年目の善三展　
　９月１２日▶１２月１３日

●祈りの形 ～描かれた心～　
　１２月１９日▶２０２１年３月１４日

●坂本善三の基礎作り　
　－静物・風景・人物－　
　３月２０日▶６月１３日

坂本善三美術館
〒869-2502　熊本県阿蘇郡小国町黒渕２８７７  
ＴＥＬ 0967-46-5732  
開館時間　９：００～１７：００  
休 館 日　月曜日（祝日の場合は翌日）  
入 館 料　一般 500円　大・高 400円　小・中 200円  

常設展示室

■今後の予定

秋季企画展　「仁義の侍　三宅藤兵衛」

天草市立天草キリシタン館
〒８６３-００１７ 熊本県天草市船之尾町１９番５２号
TEL/FAX：０９６９－２２－３８４５　　　　　　　　　　　
開館時間　８：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
休 館 日　火曜日（祝日と休館日が重なった場合は翌平日）
　　　　　１２月３０日～１月１日
入 場 料　大人 ３００円　高校生 ２００円　小・中学生 １５０円
　　　　　団体（２０名以上）は２割引　※市内小・中学生は無料

８月　企画展（８月１日▶１１月３０日）
１０月　秋季企画展
          「天草を治めた光秀の孫
　    　 ～仁義の侍 三宅藤兵衛～」
             （１０月１４日▶１２月２１日）
１１月　陣中旗特別展（１１月１日▶１１月７日）　
３月     陣中旗特別展（３月１日▶３月７日）

　坂本善三の作品をはじめとする１３００点超
の収蔵品を様々な切り口で紹介する展覧会
を、年間５～６本開催しています。そのほか、
人々と美術を結ぶ懸け橋となることを目指
す展覧会シリーズ「アートの風」、異ジャンル
のゲストとともに収蔵品を再解釈する「コレ
クション・リーディング」など、住民や地域を
巻き込んだ展覧会を毎年手掛けています。

展　示

　当館の中でいつも変わらず皆さんをお迎えする作品が２点あります。
　玄関にある「形」（１９６５年・油彩）と、本館奥の間にある「作品８２」
（１９８２年・油彩）です。いずれも坂本善三の代表作と言える作品で、まる
でここに飾るために描かれたかのようにしっくりとなじんでいます。
　特に「作品８２」は、「この作品に会うために来ました」という方もおられ
るくらいファンの多い作品。決して声高に主張する作品ではないのです
が、作品の奥から湧き出る光に包まれたような気持になる作品です。ぜ
ひ畳に座ってゆっくりご覧ください
　また、坂本善三の作品は、小国の風土と深く結びついています。当館
の周りの景色にちょっと目を注ぐと、坂本善三の作品が心に浮かぶよう
なものや景色がたくさんあります。美術館で絵を見た後は、ぜひ周辺を
散策して、坂本善三のルーツを感じていただければと思います。

おすすめの収蔵品

展覧会やイベント等については、今後の状況によって変更になる
場合がありますので、詳しくは当館HPやFBでご確認ください。
ホームページ　https://www.sakamotozenzo.com/  
フェイスブック　https://www.facebook.com/sakamotozenzoo/

今年度の展示予定

各月展示予定

体験イベント

　展示室は「天草四郎陣中旗」、「西洋文化の伝来と天草」、「天
草・島原の乱」、「乱後の天草復興とキリスト教信仰」の４つの
ゾーンに分けて構成しています。
　また、展示資料としては、乱に使用された鉄砲、薙刀などの
武器や、マリア観音等の潜伏キリシタンの遺物等を数多く展
示しています。

常設展示

　おすすめの収蔵品は、『天草四郎陣中旗』です。正式には『綸子
地著色聖体秘蹟図指物(りんずじちゃくしょくせいたいひせきずさ
しもの)』と名付けられており、天草・島原の乱時、原城に籠城した
一揆勢が使用していた旗です。原城から佐賀鍋島藩によって持ち

帰られたものが戦利品として現代
に伝えられており、国指定重要文
化財に指定されている貴重な資
料です。普段はレプリカを展示し
ていますが、５月・８月・１１月・３月の
年４回、各１日～７日までの限定で
本物の陣中旗と入れ替えて展示
を行っています。

おすすめの収蔵品

陣中旗

１１月　わくわく歴史探検隊
                        （１１月１日）

博物館
紹介

博物館
紹介
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　１０月１４日（水）から、秋季企画展「天草を治めた光秀の孫　～仁義の侍
　三宅藤兵衛～」を開催予定です。三宅藤兵衛に関する貴重な資料を展
示しますので、ぜひこの機会に地域の方々に足を運んでいただければと
思います。
　また企画展として「天草を描く～鶴田一郎と大西靖子の世界～」も並行
して開催していますので、そちらも見学いただけたらと思います。

坂本善三美術館 天草キリシタン館
　阿蘇郡小国町の町立美術館です。郷土出身の画家坂
本善三の画業を讃え、1995年に開館しました。「小国の
自然から生まれた坂本善三芸術は小国の生活の中にあ
るのが最も似合う」というコンセプトから、美術館の建
物は明治5年に建てられた古民家を移築したもので、大
きな農家の母屋を２棟の蔵が囲っているような姿をし
ています。館内は全館畳敷きで、畳に腰を下ろしてゆっ
くりと作品を鑑賞することができます。
　坂本善三の作品を中心とした展示活動のほか、小中学校と連携した鑑賞教室、住民とともに作り上げる展覧
会のプロジェクトなど、美術館内だけにとどまらない多彩な活動を行っています。

　１５６６年、天草にキリスト教が伝来してからの西洋文
化、１６３７年に勃発した天草・島原の乱、乱後の天領と
なった時代の潜伏キリシタン遺物など約１５０点の展示
資料で、天草キリシタン史を紹介します。

キリシタン館正面坂本善三美術館外観

●２５年目の善三展　
　９月１２日▶１２月１３日

●祈りの形 ～描かれた心～　
　１２月１９日▶２０２１年３月１４日

●坂本善三の基礎作り　
　－静物・風景・人物－　
　３月２０日▶６月１３日

坂本善三美術館
〒869-2502　熊本県阿蘇郡小国町黒渕２８７７  
ＴＥＬ 0967-46-5732  
開館時間　９：００～１７：００  
休 館 日　月曜日（祝日の場合は翌日）  
入 館 料　一般 500円　大・高 400円　小・中 200円  

常設展示室

■今後の予定

秋季企画展　「仁義の侍　三宅藤兵衛」

天草市立天草キリシタン館
〒８６３-００１７ 熊本県天草市船之尾町１９番５２号
TEL/FAX：０９６９－２２－３８４５　　　　　　　　　　　
開館時間　８：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
休 館 日　火曜日（祝日と休館日が重なった場合は翌平日）
　　　　　１２月３０日～１月１日
入 場 料　大人 ３００円　高校生 ２００円　小・中学生 １５０円
　　　　　団体（２０名以上）は２割引　※市内小・中学生は無料

８月　企画展（８月１日▶１１月３０日）
１０月　秋季企画展
          「天草を治めた光秀の孫
　    　 ～仁義の侍 三宅藤兵衛～」
             （１０月１４日▶１２月２１日）
１１月　陣中旗特別展（１１月１日▶１１月７日）　
３月     陣中旗特別展（３月１日▶３月７日）

　坂本善三の作品をはじめとする１３００点超
の収蔵品を様々な切り口で紹介する展覧会
を、年間５～６本開催しています。そのほか、
人々と美術を結ぶ懸け橋となることを目指
す展覧会シリーズ「アートの風」、異ジャンル
のゲストとともに収蔵品を再解釈する「コレ
クション・リーディング」など、住民や地域を
巻き込んだ展覧会を毎年手掛けています。

展　示

　当館の中でいつも変わらず皆さんをお迎えする作品が２点あります。
　玄関にある「形」（１９６５年・油彩）と、本館奥の間にある「作品８２」
（１９８２年・油彩）です。いずれも坂本善三の代表作と言える作品で、まる
でここに飾るために描かれたかのようにしっくりとなじんでいます。
　特に「作品８２」は、「この作品に会うために来ました」という方もおられ
るくらいファンの多い作品。決して声高に主張する作品ではないのです
が、作品の奥から湧き出る光に包まれたような気持になる作品です。ぜ
ひ畳に座ってゆっくりご覧ください
　また、坂本善三の作品は、小国の風土と深く結びついています。当館
の周りの景色にちょっと目を注ぐと、坂本善三の作品が心に浮かぶよう
なものや景色がたくさんあります。美術館で絵を見た後は、ぜひ周辺を
散策して、坂本善三のルーツを感じていただければと思います。

おすすめの収蔵品

展覧会やイベント等については、今後の状況によって変更になる
場合がありますので、詳しくは当館HPやFBでご確認ください。
ホームページ　https://www.sakamotozenzo.com/  
フェイスブック　https://www.facebook.com/sakamotozenzoo/

今年度の展示予定

各月展示予定

体験イベント

　展示室は「天草四郎陣中旗」、「西洋文化の伝来と天草」、「天
草・島原の乱」、「乱後の天草復興とキリスト教信仰」の４つの
ゾーンに分けて構成しています。
　また、展示資料としては、乱に使用された鉄砲、薙刀などの
武器や、マリア観音等の潜伏キリシタンの遺物等を数多く展
示しています。

常設展示

　おすすめの収蔵品は、『天草四郎陣中旗』です。正式には『綸子
地著色聖体秘蹟図指物(りんずじちゃくしょくせいたいひせきずさ
しもの)』と名付けられており、天草・島原の乱時、原城に籠城した
一揆勢が使用していた旗です。原城から佐賀鍋島藩によって持ち

帰られたものが戦利品として現代
に伝えられており、国指定重要文
化財に指定されている貴重な資
料です。普段はレプリカを展示し
ていますが、５月・８月・１１月・３月の
年４回、各１日～７日までの限定で
本物の陣中旗と入れ替えて展示
を行っています。

おすすめの収蔵品

陣中旗

１１月　わくわく歴史探検隊
                        （１１月１日）

博物館
紹介

博物館
紹介



❶

大人 210円（140円）
大学生・短大生・専門学校生は130円（100円）
※（　）内は、20名以上の団体料金
※高校生以下無料

❹

入場料／一　　　　般　400円（320円）
　　　　高校・大学生　300円（240円）
　　　　小 中 学 生　200円（160円）

※（　）内は、30名以上の団体料金
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展示 イベント 展示 イベント

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
永青文庫創立70周年記念 
歴史をこえて 細川家の名宝
国宝“細川ミラー”期間限定公開（～10/18まで）！

第32回熊本市民美術展 
熊本アートパレード

戸田東蔭茶道具コレクション
茶の湯の道具展

「くらしの工芸展」
歴代グランプリ作品展

豊田有希写真展
あめつちのことづて 

熊本県伝統工芸館収蔵品展
熊本の金工展
～肥後象がんと手打ち刃物～

コーダ・ヨーコ原画展　
どうぶつえんのどうぶつたち

ムーミン展 
THE ART AND THE STORY

新発見！
大名・細川家の日々のお道具

よみがえった名宝―
修復された細川コレクション

名君細川重賢と
時習館の英雄たち

子ども科学・ものづくり教室（その他）
毎月2～3回実施しますが、コロナ対策のため、
本年度のイベント等はすべて「事前申込制（の予定）」です。

～11/8

新収蔵品展
～新しいくまもとの宝もの～～11/8

～11/1

10/6～11/29

12/15～2/14

10/27
～11/1

～10/25

11/14～１/11

1/20～４/4

MINIATURE LIFE展2
－田中達也  見立ての世界－(仮) 1/29～3/14

10/3～12/13

1/9～3/21

11/14～12/13

熊本県立美術館 本館
熊本市中央区二の丸２
☎096-352-2111
開館時間／９：30～17：15

（入館は16：45まで）
休館日／月曜日

（祝日の場合は翌平日）

※ただし、12月29日は開館
（祝日の場合は翌平日）

観覧料／
◆本館２階展示室
　一般 280円、大学生 170円
◆別棟展示室
　一般 210円、大学生 130円
◆本館２階及び別棟展示室の共通券

◆有料の企画展のみ要観覧料
※中学生以下無料

　一般 430円、大学生 260円
※高校生以下及び障がい者手帳をお持ちの方無料
※特別展観覧料は展覧会ごとに異なります。

※イベントの実施は開催日の一か月前をめどに熊本県立美術館ホームページでお知らせします。

Map
C-2

Map
C-2

Map
C-2

❷ 熊本市現代美術館
熊本市中央区上通町２-３
びぷれす熊日会館３階

☎096-278-7500
開館時間／10：00～20：00

（企画展入場は19：30まで）
休館日／ 毎週火曜日

（12月31日・1月1日）年末年始
入館料／無料

（祝日・休日の場合は翌平日）

（２階企画・常設展示室のみ有料）

❸ 熊本県伝統工芸館
熊本市中央区千葉城町３-35　
☎096-324-4930
開館時間／９：30～17：30

（週替りの展示は最終日のみ16：30まで）
休館日／月曜日

入館料／無料

一　般 280 円
大学生 170 円

無料

無料
※要予約

無料

無料

無料

有料
（額未定）

一　般 280 円
大学生 170 円

西洋絵画と日本近代絵画11/14～12/13

一　般 210 円
大学生 130 円

一　般 210 円
大学生 130 円

匠の技と心
～未来に繋ぐ熊本の工芸Ⅲ～ 2/23～4/11

一　般 210 円
大学生 130 円

一　般 210 円
大学生 130 円

高大生  800 円

一　般 1300 円
シニア 1000 円

一　般 210 円
大学生 130 円

県央

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

「絵図が語るくまもと」
－熊本県立図書館 絵図コレクションから―

ひとのすがた、いのりのかたち
－肖像彫刻の世界－

肥後銀行所蔵　
日本画コレクション展

水とみどりの
写真展

震災を振り返る

熊本の現代作家展Ⅵ　
石原昌一展 まなざしのかたち

発掘速報展

博物館でひな祭り！！

収蔵品展
「アーカイブズに見るくまもと１６」

石牟礼道子展
（仮称）

10/8～11/30

12/5～1/24

12/12～2/7

8/3～10/31

2/15～4/3

11/16～1/30

2/6～3/7

3/20
～5/9

12/23
～1/10

1/21～3/8

くまもと文学・歴史館
熊本市中央区出水２-５-１
☎096-384-5000
開館時間／新型コロナウィルス感染症対策の
               ため当面の間
               ９：30～17：00
　　　　 （通常開館時間は9：30～17：15まで）
　　　　　
休館日／火曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　   毎月最終金曜日
　　　　年末年始（12月28日～1月3日）

年末年始（12月29日から1月3日）
（祝日の場合は翌平日）

入館料／無料

Map
C-2

Map
C-2

Map
C-2

❺ 熊本博物館
熊本市中央区古京町３-２　
☎096-324-3500
開館時間／９：00～17：00

（入館は16：30まで）
休館日／毎週月曜日

❻ 肥後の里山ギャラリー

P2に記事あり

P1に記事あり

熊本市中央区練兵町１
肥後銀行本店１階　

☎096-326-7800
開館時間／９：30～16：00
休館日／日曜日・祝日
入館料／無料

入場料
のみ

無料

無料

無料

無料

無料

無料

県央

10/24

ミュージアムセミナー
14:00～15:00

11/28

障がいのある方々のための鑑賞デー
9:30～17:15

11/30

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

入場料
のみ

入場料
のみ

入場料
のみ

入場料のみ
当日整理券配布

天文講演会
「私たちが住む銀河とその中心に潜む巨大ブラックホール」

11/8

15:00～16:30



❶

大人 210円（140円）
大学生・短大生・専門学校生は130円（100円）
※（　）内は、20名以上の団体料金
※高校生以下無料

❹

入場料／一　　　　般　400円（320円）
　　　　高校・大学生　300円（240円）
　　　　小 中 学 生　200円（160円）

※（　）内は、30名以上の団体料金
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展示 イベント 展示 イベント

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
永青文庫創立70周年記念 
歴史をこえて 細川家の名宝
国宝“細川ミラー”期間限定公開（～10/18まで）！

第32回熊本市民美術展 
熊本アートパレード

戸田東蔭茶道具コレクション
茶の湯の道具展

「くらしの工芸展」
歴代グランプリ作品展

豊田有希写真展
あめつちのことづて 

熊本県伝統工芸館収蔵品展
熊本の金工展
～肥後象がんと手打ち刃物～

コーダ・ヨーコ原画展　
どうぶつえんのどうぶつたち

ムーミン展 
THE ART AND THE STORY

新発見！
大名・細川家の日々のお道具

よみがえった名宝―
修復された細川コレクション

名君細川重賢と
時習館の英雄たち

子ども科学・ものづくり教室（その他）
毎月2～3回実施しますが、コロナ対策のため、
本年度のイベント等はすべて「事前申込制（の予定）」です。

～11/8

新収蔵品展
～新しいくまもとの宝もの～～11/8

～11/1

10/6～11/29

12/15～2/14

10/27
～11/1

～10/25

11/14～１/11

1/20～４/4

MINIATURE LIFE展2
－田中達也  見立ての世界－(仮) 1/29～3/14

10/3～12/13

1/9～3/21

11/14～12/13

熊本県立美術館 本館
熊本市中央区二の丸２
☎096-352-2111
開館時間／９：30～17：15

（入館は16：45まで）
休館日／月曜日

（祝日の場合は翌平日）

※ただし、12月29日は開館
（祝日の場合は翌平日）

観覧料／
◆本館２階展示室
　一般 280円、大学生 170円
◆別棟展示室
　一般 210円、大学生 130円
◆本館２階及び別棟展示室の共通券

◆有料の企画展のみ要観覧料
※中学生以下無料

　一般 430円、大学生 260円
※高校生以下及び障がい者手帳をお持ちの方無料
※特別展観覧料は展覧会ごとに異なります。

※イベントの実施は開催日の一か月前をめどに熊本県立美術館ホームページでお知らせします。

Map
C-2

Map
C-2

Map
C-2

❷ 熊本市現代美術館
熊本市中央区上通町２-３
びぷれす熊日会館３階

☎096-278-7500
開館時間／10：00～20：00

（企画展入場は19：30まで）
休館日／ 毎週火曜日

（12月31日・1月1日）年末年始
入館料／無料

（祝日・休日の場合は翌平日）

（２階企画・常設展示室のみ有料）

❸ 熊本県伝統工芸館
熊本市中央区千葉城町３-35　
☎096-324-4930
開館時間／９：30～17：30

（週替りの展示は最終日のみ16：30まで）
休館日／月曜日

入館料／無料

一　般 280 円
大学生 170 円

無料

無料
※要予約

無料

無料

無料

有料
（額未定）

一　般 280 円
大学生 170 円

西洋絵画と日本近代絵画11/14～12/13

一　般 210 円
大学生 130 円

一　般 210 円
大学生 130 円

匠の技と心
～未来に繋ぐ熊本の工芸Ⅲ～ 2/23～4/11

一　般 210 円
大学生 130 円

一　般 210 円
大学生 130 円

高大生  800 円

一　般 1300 円
シニア 1000 円

一　般 210 円
大学生 130 円

県央

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

「絵図が語るくまもと」
－熊本県立図書館 絵図コレクションから―

ひとのすがた、いのりのかたち
－肖像彫刻の世界－

肥後銀行所蔵　
日本画コレクション展

水とみどりの
写真展

震災を振り返る

熊本の現代作家展Ⅵ　
石原昌一展 まなざしのかたち

発掘速報展

博物館でひな祭り！！

収蔵品展
「アーカイブズに見るくまもと１６」

石牟礼道子展
（仮称）

10/8～11/30

12/5～1/24

12/12～2/7

8/3～10/31

2/15～4/3

11/16～1/30

2/6～3/7

3/20
～5/9

12/23
～1/10

1/21～3/8

くまもと文学・歴史館
熊本市中央区出水２-５-１
☎096-384-5000
開館時間／新型コロナウィルス感染症対策の
               ため当面の間
               ９：30～17：00
　　　　 （通常開館時間は9：30～17：15まで）
　　　　　
休館日／火曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　   毎月最終金曜日
　　　　年末年始（12月28日～1月3日）

年末年始（12月29日から1月3日）
（祝日の場合は翌平日）

入館料／無料

Map
C-2

Map
C-2

Map
C-2

❺ 熊本博物館
熊本市中央区古京町３-２　
☎096-324-3500
開館時間／９：00～17：00

（入館は16：30まで）
休館日／毎週月曜日

❻ 肥後の里山ギャラリー

P2に記事あり

P1に記事あり

熊本市中央区練兵町１
肥後銀行本店１階　

☎096-326-7800
開館時間／９：30～16：00
休館日／日曜日・祝日
入館料／無料

入場料
のみ

無料

無料

無料

無料

無料

無料

県央

10/24

ミュージアムセミナー
14:00～15:00

11/28

障がいのある方々のための鑑賞デー
9:30～17:15

11/30

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

入場料
のみ

入場料
のみ

入場料
のみ

入場料のみ
当日整理券配布

天文講演会
「私たちが住む銀河とその中心に潜む巨大ブラックホール」

11/8

15:00～16:30
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❼



展示 イベント 展示 イベント

展示 イベント

P2に記事あり

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

光秀の残映

2020 工芸品フェスタ

～12/21

10/23
～10/25

12/2
～12/13

1/7
～1/17

11/3
～11/8

9/24
　～11/1

1/6
　～2/7

11/10
～11/15

11/17
～11/29

2月予定

公益財団法人 島田美術館
熊本市西区島崎4-5-28　
☎096-352-4597
開館時間／10：00～17：00
休館日／火曜・展示替え期間

（祝日の場合は翌平日）

Map
C-3

Map
C-2

Map
C-3

❽ 熊本市くまもと工芸会館
熊本市南区川尻一丁目3-58

☎096-358-5711
開館時間／１階　9：00～17：00
　　　　　 2階・3階　9：00～21：00

休館日／月曜日

入館料／無料

入館料／一　般　700円
　　　　大高生　400円
　　　　小中生　200円

（祝日の場合は、翌火曜日）

❾ 宇城市不知火美術館
宇城市不知火町高良2352
☎0964-32-6222
開館時間／10：00～18：00

（土、日、祝日は10：00～17：00）

休館日／毎週月曜日

入館料／大　人 300円
　　　　高大生 200円　
　　　　中学生以下 無料

尾形月耕展 1/6～3/21
一　般 700円
大高生 400円
小中生 200円

一　般 700円
大高生 400円
小中生 200円

県央

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

熊本県博物館ネットワークセンター
宇城市松橋町豊福1695
☎0964-34-3301
開館時間／９：00～17：00　　　　　
休館日／毎週月曜日
　　　 （祝日の場合は翌平日）
入館料／無料

御船町恐竜博物館
上益城郡御船町大字御船995-6
☎096-282-4051
FAX096-282-4157
開館時間／９：00～17：00　　　　　
休館日／毎週月曜日
　　　 （祝日の場合は翌平日）
入館料／大人 500円　高校・大学生 300円　
　　　　小・中学生 200円　
　　　　※団体料金あり

Map
C-3


春期特別展 ３/20

～5/9

10/20～12/27

1/11～3/14

有料

県央

Map
D-3

Map

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　　生誕120年記念　
洋画家　田代順七展10/31～1/31

玉名市立歴史博物館こころピア

一　般
300 円

一　般
300 円

昭和の暮らし10/3～2/28 無料

無料

田添夏喜水彩画展10/31
～11/23 無料

無料

玉名美術協会
作品展

12/5
～12/20 無料

玉名市中学校・高等学校美術部
合同作品展

1/16
～1/31 無料

玉名郡市特別支援学級
児童・生徒合同作品展

2/5
～2/14 無料

神社をめぐる
人びと展 2/13～5/16

金栗四三展 2/20～3/21

県北

玉名市岩崎117
☎0968-74-3989
開館時間／９：00～17：00
　　　　 （入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日および祝日の翌日、年末年始

入館料／一般 300円・大学生 200円
　　　　高校生以下 無料

文化の日　
たんけん！博物館

無料11/3

9：00～17：00

知ってる!?知らない!?
鉱物のいろいろ!!

海辺の植物

入館料講演会「明智光秀の子孫細川内膳家について」
10：30～12：00　一般・大高生

11/３

入館料展示解説
13：30～15：00　一般・大高生

11/３

かわしり春ものがたり
10：00～

2月～3月

無料

無料

2021 民工芸品まつり 無料

2021 熊本の女性工芸作家展 無料

2月予定筑前博多の伝統工芸品展 無料

無料

無料

通常料金

通常料金

無料

無料

宇土半島の職人技展 無料

無料

ちょっと昔の暮らし探検Ⅺ

3/23～5/23

C-２

宇城市民文化祭　絵画展

不知火美術館
コレクション展　日々是好日

宇城市民文化祭　作品展

UKI美展

地域とデザイン展

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
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展示 イベント 展示 イベント

展示 イベント

P2に記事あり

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

光秀の残映

2020 工芸品フェスタ

～12/21

10/23
～10/25

12/2
～12/13

1/7
～1/17

11/3
～11/8

9/24
　～11/1

1/6
　～2/7

11/10
～11/15

11/17
～11/29

2月予定

公益財団法人 島田美術館
熊本市西区島崎4-5-28　
☎096-352-4597
開館時間／10：00～17：00
休館日／火曜・展示替え期間

（祝日の場合は翌平日）

Map
C-3

Map
C-2

Map
C-3

❽ 熊本市くまもと工芸会館
熊本市南区川尻一丁目3-58

☎096-358-5711
開館時間／１階　9：00～17：00
　　　　　 2階・3階　9：00～21：00

休館日／月曜日

入館料／無料

入館料／一　般　700円
　　　　大高生　400円
　　　　小中生　200円

（祝日の場合は、翌火曜日）

❾ 宇城市不知火美術館
宇城市不知火町高良2352
☎0964-32-6222
開館時間／10：00～18：00

（土、日、祝日は10：00～17：00）

休館日／毎週月曜日

入館料／大　人 300円
　　　　高大生 200円　
　　　　中学生以下 無料

尾形月耕展 1/6～3/21
一　般 700円
大高生 400円
小中生 200円

一　般 700円
大高生 400円
小中生 200円

県央

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

熊本県博物館ネットワークセンター
宇城市松橋町豊福1695
☎0964-34-3301
開館時間／９：00～17：00　　　　　
休館日／毎週月曜日
　　　 （祝日の場合は翌平日）
入館料／無料

御船町恐竜博物館
上益城郡御船町大字御船995-6
☎096-282-4051
FAX096-282-4157
開館時間／９：00～17：00　　　　　
休館日／毎週月曜日
　　　 （祝日の場合は翌平日）
入館料／大人 500円　高校・大学生 300円　
　　　　小・中学生 200円　
　　　　※団体料金あり

Map
C-3


春期特別展 ３/20

～5/9

10/20～12/27

1/11～3/14

有料

県央

Map
D-3

Map

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　　生誕120年記念　
洋画家　田代順七展10/31～1/31

玉名市立歴史博物館こころピア

一　般
300 円

一　般
300 円

昭和の暮らし10/3～2/28 無料

無料

田添夏喜水彩画展10/31
～11/23 無料

無料

玉名美術協会
作品展

12/5
～12/20 無料

玉名市中学校・高等学校美術部
合同作品展

1/16
～1/31 無料

玉名郡市特別支援学級
児童・生徒合同作品展

2/5
～2/14 無料

神社をめぐる
人びと展 2/13～5/16

金栗四三展 2/20～3/21

県北

玉名市岩崎117
☎0968-74-3989
開館時間／９：00～17：00
　　　　 （入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日および祝日の翌日、年末年始

入館料／一般 300円・大学生 200円
　　　　高校生以下 無料

文化の日　
たんけん！博物館

無料11/3

9：00～17：00

知ってる!?知らない!?
鉱物のいろいろ!!

海辺の植物

入館料講演会「明智光秀の子孫細川内膳家について」
10：30～12：00　一般・大高生

11/３

入館料展示解説
13：30～15：00　一般・大高生

11/３

かわしり春ものがたり
10：00～

2月～3月

無料

無料

2021 民工芸品まつり 無料

2021 熊本の女性工芸作家展 無料

2月予定筑前博多の伝統工芸品展 無料

無料

無料

通常料金

通常料金

無料

無料

宇土半島の職人技展 無料

無料

ちょっと昔の暮らし探検Ⅺ

3/23～5/23

C-２

宇城市民文化祭　絵画展

不知火美術館
コレクション展　日々是好日

宇城市民文化祭　作品展

UKI美展

地域とデザイン展

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内



MUSE Vol.3　2020 Fall / Winter 10MUSE Vol.3　2020 Fall / Winter09

















展示 イベント 展示 イベント

P1に記事あり

P1に記事あり

P3に記事あり

P4に
記事あり

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

銅造菩薩立像
発見記念特別展示

25年目の善三展

10/18
～11/3

9/12～12/13

12/19～3/14

3/20
～6/13

Map

ｐ2関連記事

D-2

Map
C-4

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

有料

祈りの形
～描かれた心～

西南戦争遺跡めぐりウォーキング
（JR九州ウォーキング）

西南戦争
歴史講座

坂本善三の基礎作り
―静物・風景・人物―

有料

有料

無料

無料
要申込

県北

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和２年７月豪雨災害復興支援
　－被災した人吉球磨の神仏像展－10/4～12/6

山江村歴史民俗資料館

天草市立本渡歴史民俗資料館

天草市立天草キリシタン館

天草市立天草ロザリオ館

天草四郎ミュージアム

球磨郡山江村大字山田甲1360
☎0966-23-3665
開館時間／10：00～17：00
　　　　 （入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日、年末年始（12/28～1/4）
            祝日（ただし企画展開催中は開館）

入館料／200円  
            高校生以下無料

天草市今釜新町3706
☎0969-23-5353
開館時間／8：30～17：00
　　　　 （入館16：30まで）
　　　　　休館日／毎週月曜日
　　　　（祝日の場合は、翌平日）
　　　  12月29日～1月3日

入館料／無料

上天草市大矢野町中977-1
☎0964-56-5311
開館時間／9：00～17：00（入館16：20まで）
　　　　　休館日／年末、年始
　　　  （12月29日から翌年１月１日まで）
　　　　施設点検日
　　　  （１月及び６月の第２水曜日）
入館料／大人　600円
　　　　小人　300円

坂本善三美術館
阿蘇郡小国町黒渕2877
☎0967-46-5732
開館時間／9：00～17：00
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料／一　般　500円
　　　　大・高　400円
　　　　小・中　200円

Map
A-4

200円

秋期特別展
「天草の落人伝説展
―源平合戦のその後―」

10/31～12/27 無料

『天草を治めた光秀の孫
～仁義の侍　三宅藤兵衛～』

天草四郎陣中旗公開展示

天草四郎陣中旗公開展示

10/14～12/21

11/1
～11/７

3/1
～3/７

有料

「三宅藤兵衛」展10/10～12/15 有料

有料

有料

県南

Map
D-1

玉東町教育委員会
玉名郡玉東町白木1-1
☎0968-85-3609
開館時間／8：30～17：15
　　　　　休館日／土・日・祝

歴史公園鞠智城・温故創生館
山鹿市菊鹿町米原443-1
☎0968-48-3178
開館時間／9：30～17：15
　　　　 （入館は16：45まで）
　　　　　
休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始
　　　　※公園内は年中散策できます

入館料／無料

Map
C-2

天草市船之尾町19-52
☎0969-22-3845
開館時間／8：30～17：00（入館16：30まで）
　　　　　休館日／毎週火曜日（祝日の場合は、翌平日）
　　　  12月30日～1月1日
入館料／一　般　300円
　　　　高校生　200円
　　　　小中学生150円
            団体（20人以上）は２割引き

天草市天草町大江1749
☎0969-42-5259
開館時間／8：30～17：00

休館日／毎週水曜日（祝日の場合は、翌平日）
　　　  12月30日～1月1日
入館料／一　般　300円
　　　　高校生　200円
　　　　小中学生150円
団体（20人以上）は２割引き

Map
A-4

A-4
Map

B-3
Map

10/24

11/29

2/27

10/10 11/14
10/31 11/28

12/12
12/26

1/9
1/23

2/13
2/27

3/13
3/27

12/20 1/17 2/1411/21
11/22

無料
（入館料のみ）舞踊団 花童  定期公演 11：00～11：30

14：00～14：30

8:30～15:00

13:00～15:00

10/11

11/15

11/22

12/13

12/20

2/7

2/14

1/10

2/21

3/21

1/17

第1回鞠智城講座「菊池川流域における古墳の展開と鞠智城」
（講師：鞠智城・温故創生館 参事　亀田　学）

第3回鞠智城講座
「鞠智城周辺の古代官道推定ルートの現状」

（講師：鞠智城・温故創生館 主幹　岡本真也）

13:30～15:20　中学生以上

～1/31
第6回　鞠智城フォトコンテスト

探そうぜ！鞠智城・ネイチャーゲーム
9:00～11:00　幼児～小学生

歩こうぜ！鞠智城・フットパス散策
10:00～12:30　小学校高学年以上

第６回鞠智城講座「文献史料から見た鞠智城と古代肥後国」
（講師：佐世保工業高等専門学校教授　堀江 潔 氏）

13:30～15:20　中学生以上

作ろうぜ！鞠智城・冬の工作フェスタ
10:00～16:00　幼児～小学生

鞠智城特別ガイドツアー“南”
13:00～15:00　小学校高学年以上

鞠智城特別ガイドツアー“南”
13:00～15:00　
小学校高学年以上

第５回鞠智城講座
「鞠智城周辺の遺跡を考える」
（講師：鞠智城・温故創生館 
                    参事　亀田　学）
13:30～15:20　中学生以上

第４回鞠智城講座
「鞠智城研究の現状と展望」

（講師：装飾古墳館長　村﨑孝宏）
13:30～15:20　中学生以上

第2回鞠智城講座「鞠智城をめぐる諸問題」
（講師：菊池市教育委員会歴史教育専門員　西住欣一郎 氏）
13:30～15:20　中学生以上

13:30～15:20　中学生以上

天草地方のキリシタンの歴史を学ぶ集い 11：00～11：15
14：00～14：15

無料
（入館料のみ）

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
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展示 イベント 展示 イベント

P1に記事あり

P1に記事あり

P3に記事あり

P4に
記事あり

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

銅造菩薩立像
発見記念特別展示

25年目の善三展

10/18
～11/3

9/12～12/13

12/19～3/14

3/20
～6/13

Map

ｐ2関連記事

D-2

Map
C-4

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

有料

祈りの形
～描かれた心～

西南戦争遺跡めぐりウォーキング
（JR九州ウォーキング）

西南戦争
歴史講座

坂本善三の基礎作り
―静物・風景・人物―

有料

有料

無料

無料
要申込

県北

施 設 名 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和２年７月豪雨災害復興支援
　－被災した人吉球磨の神仏像展－10/4～12/6

山江村歴史民俗資料館

天草市立本渡歴史民俗資料館

天草市立天草キリシタン館

天草市立天草ロザリオ館

天草四郎ミュージアム

球磨郡山江村大字山田甲1360
☎0966-23-3665
開館時間／10：00～17：00
　　　　 （入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日、年末年始（12/28～1/4）
            祝日（ただし企画展開催中は開館）

入館料／200円  
            高校生以下無料

天草市今釜新町3706
☎0969-23-5353
開館時間／8：30～17：00
　　　　 （入館16：30まで）
　　　　　休館日／毎週月曜日
　　　　（祝日の場合は、翌平日）
　　　  12月29日～1月3日

入館料／無料

上天草市大矢野町中977-1
☎0964-56-5311
開館時間／9：00～17：00（入館16：20まで）
　　　　　休館日／年末、年始
　　　  （12月29日から翌年１月１日まで）
　　　　施設点検日
　　　  （１月及び６月の第２水曜日）
入館料／大人　600円
　　　　小人　300円

坂本善三美術館
阿蘇郡小国町黒渕2877
☎0967-46-5732
開館時間／9：00～17：00
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料／一　般　500円
　　　　大・高　400円
　　　　小・中　200円

Map
A-4

200円

秋期特別展
「天草の落人伝説展
―源平合戦のその後―」

10/31～12/27 無料

『天草を治めた光秀の孫
～仁義の侍　三宅藤兵衛～』

天草四郎陣中旗公開展示

天草四郎陣中旗公開展示

10/14～12/21

11/1
～11/７

3/1
～3/７

有料

「三宅藤兵衛」展10/10～12/15 有料

有料

有料

県南

Map
D-1

玉東町教育委員会
玉名郡玉東町白木1-1
☎0968-85-3609
開館時間／8：30～17：15
　　　　　休館日／土・日・祝

歴史公園鞠智城・温故創生館
山鹿市菊鹿町米原443-1
☎0968-48-3178
開館時間／9：30～17：15
　　　　 （入館は16：45まで）
　　　　　
休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始
　　　　※公園内は年中散策できます

入館料／無料

Map
C-2

天草市船之尾町19-52
☎0969-22-3845
開館時間／8：30～17：00（入館16：30まで）
　　　　　休館日／毎週火曜日（祝日の場合は、翌平日）
　　　  12月30日～1月1日
入館料／一　般　300円
　　　　高校生　200円
　　　　小中学生150円
            団体（20人以上）は２割引き

天草市天草町大江1749
☎0969-42-5259
開館時間／8：30～17：00

休館日／毎週水曜日（祝日の場合は、翌平日）
　　　  12月30日～1月1日
入館料／一　般　300円
　　　　高校生　200円
　　　　小中学生150円
団体（20人以上）は２割引き

Map
A-4

A-4
Map

B-3
Map

10/24

11/29

2/27

10/10 11/14
10/31 11/28

12/12
12/26

1/9
1/23

2/13
2/27

3/13
3/27

12/20 1/17 2/1411/21
11/22

無料
（入館料のみ）舞踊団 花童  定期公演 11：00～11：30

14：00～14：30

8:30～15:00

13:00～15:00

10/11

11/15

11/22

12/13

12/20

2/7

2/14

1/10

2/21

3/21

1/17

第1回鞠智城講座「菊池川流域における古墳の展開と鞠智城」
（講師：鞠智城・温故創生館 参事　亀田　学）

第3回鞠智城講座
「鞠智城周辺の古代官道推定ルートの現状」

（講師：鞠智城・温故創生館 主幹　岡本真也）

13:30～15:20　中学生以上

～1/31
第6回　鞠智城フォトコンテスト

探そうぜ！鞠智城・ネイチャーゲーム
9:00～11:00　幼児～小学生

歩こうぜ！鞠智城・フットパス散策
10:00～12:30　小学校高学年以上

第６回鞠智城講座「文献史料から見た鞠智城と古代肥後国」
（講師：佐世保工業高等専門学校教授　堀江 潔 氏）

13:30～15:20　中学生以上

作ろうぜ！鞠智城・冬の工作フェスタ
10:00～16:00　幼児～小学生

鞠智城特別ガイドツアー“南”
13:00～15:00　小学校高学年以上

鞠智城特別ガイドツアー“南”
13:00～15:00　
小学校高学年以上

第５回鞠智城講座
「鞠智城周辺の遺跡を考える」
（講師：鞠智城・温故創生館 
                    参事　亀田　学）
13:30～15:20　中学生以上

第４回鞠智城講座
「鞠智城研究の現状と展望」

（講師：装飾古墳館長　村﨑孝宏）
13:30～15:20　中学生以上

第2回鞠智城講座「鞠智城をめぐる諸問題」
（講師：菊池市教育委員会歴史教育専門員　西住欣一郎 氏）
13:30～15:20　中学生以上

13:30～15:20　中学生以上

天草地方のキリシタンの歴史を学ぶ集い 11：00～11：15
14：00～14：15

無料
（入館料のみ）

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
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秋・冬

Vol.
3

学芸の女神「ミューズ」

学び
たい！

見
たい
！

たい！

触れ

contents
見どころ紹介
　　鞠智城・温故創生館
　　山江村歴史民俗資料館
　　熊本博物館
コレクション紹介
　　御船町恐竜博物館
博物館のお仕事
　　肥後の里山ギャラリー
美術館・博物館紹介
　　坂本善三美術館
　　天草キリシタン館
展示イベントのご案内

Museミューズ

くまもと

MAP

発行／

熊本県博物館ネットワークセンター
〒869-0524　熊本県宇城市松橋町豊福 1695
TEL：0964-34-3301　FAX：0964-34-3302
○記載事項は 2020年９月時点で各館から提供された情報に基づいています。
○休館日は、掲載されたもの以外に、年末年始や展示替え期間などの休館があります。
○料金は、企画展、特別展が別料金の場合があります。
○その他、詳しくは各館のホームページ等をご参照ください。
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 県央

❶熊本県立美術館 本館

❷熊本市現代美術館
❸熊本県伝統工芸館
❹くまもと文学・歴史館
❺熊本博物館
❻肥後の里山ギャラリー

❼島田美術館

❽熊本市くまもと工芸会館
❾宇城市不知火美術館
熊本県博物館ネットワークセンター
御船町恐竜博物館

玉名市立歴史博物館こころピア

歴史公園鞠智城・温故創生館

県北

玉東教育委員会
坂本善三美術館

山江村歴史民俗資料館

天草市本渡歴史民俗資料館

県南

天草キリシタン館



天草ロザリオ館
天草四郎ミュージアム

新型コロナウイルス
感染拡大の影響により、
展示・イベント等の期日が
変更になる場合があります。
詳しくは、各館のホームペー
ジ等で御確認ください。


