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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。
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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
　　熊本県立美術館
　　湯前まんが美術館
　　山鹿市立博物館
コレクション紹介
　　合志市歴史資料館
博物館のお仕事
　　熊本市塚原歴史民俗資料館
美術館・博物館紹介
　　四賢婦人記念館
　　新聞博物館
展示イベントのご案内

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 2021年3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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　当館では「常設展示」や「企画展」の
開催に加え、「体験教室」や「通年講
座」にも力を注いでいます。中でも

「体験教室」は、当館の学芸員が主と
なって担当し、年間１４種、１８回開催
しており、ワークショップ形式でレク
チャーを受けながら体験することが
できます。なお、年齢を問わず参加で
きる教室と小・中学生を対象とした教
室に分けて開催しており、定員を超

える人気の高い教
室もあります。
　令和２年（２０２０
年）度では、新規に
始めた「藍染の体
験教室」に、定員を
はるかに超える申込みがあり、当初「１回」のみの開
催予定を「６回」に増やすこととなりました。市民ニー
ズに合った企画の重要性を改めて感じたところです。
　また、当館では参加者から材料費をいただいてお
らず、道具類は職員が手づくりし、メンテナンスも自ら
行うなど、経費削減のための工夫を凝らしています。
今後も当館では、「講座」や「教室」を通して、参加者
同士をつなぐコミュニケーション・プラットホーム的
な役割を果たしていきたいと考えています。

【館の紹介】
　塚原歴史民俗資料館は、昭和
58年（１９８３年）に「城南町歴史民
俗資料館」として開館し、その後、
平成22年（２０１0年）、熊本市との
合併により「熊本市塚原歴史民俗
資料館」と改名しました。
　国指定の史跡「塚原古墳群」に
隣接し、同史跡のガイダンス施設
の役割も担っています。
公園化された史跡内には桜やツツ
ジ、コスモスが植栽され、四季
折々に多くの来園者で賑わってい
ます。
　館内には、塚原古墳群からの出
土資料をはじめ、旧城南町時代に
収集された数万点にのぼる考古・
歴史・民俗分野の資料を収蔵展示
しています。

■所 在 地　熊本市南区城南町塚原1924
■電     話　0964-28-5962
■開館時間　9：00～16：30
■休 館 日　毎週月曜日（祝日の場合は、翌日）
■入 館 料　大　人 200円
　　　　　　高大生 100円　
　　　　　（団体30名以上　大160円　小80円）

熊本市塚原歴史民俗資料館

博 物 館 の お 仕 事 　

国指定重要文化財　松岡映丘《室君》
大正5年（1916）　永青文庫蔵　熊本県立美術館寄託　

※展示期間6/1～6/27
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右
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〈
左
隻
〉

須屋神社三十六歌仙絵馬

しゃぽん玉

火おこし体験

藍染体験教室

土器づくり教室

古文書講座

国宝《太刀　銘豊後国行平作》　
平安～鎌倉時代（12～13世紀）　永青文庫蔵　

　子どもたちが、科学を通して地球や環境問題、自然や暮らしのなかで経験する不思議について楽しく学べる展示会です。
　水と空気からなる美しい地球、この地球の姿や科学の発展とともにわれわれ人類が歩んできた歴史、人類の発展と生活の豊か
さに伴い生じた地球温暖化や海洋汚染などの環境問題、そして、さらに開発が進む地球環境に優
しいソーラーエネルギーなどの新エネルギー開発、電気自動車やAI技術を利用した最先端技術
など、パネルを通して紹介します。
　また、子どもたちが科学の不思議についてワクワク体感してもらうためのさまざまな道具を展
示、目の錯覚により物が違うものに見えたり、隠し絵を発見するような写真パネルも展示します。
　併せて、しゃぽん玉で遊んだり、竹トンボや紙てっぽうを作って遊ぶコーナーを設置し、その仕
組みについても紹介します。

　「この世界の片隅に」などで知られる、こうの史代の「ギガタウン 漫符図譜」
（朝日新聞出版）を紹介する展覧会が京都（＝テラタウン）からやってきます。
マンガ独特の表現記号である「漫符」を、誰もが知る国宝「鳥獣人物戯画」（高
山寺蔵）のキャラクターをアレンジして解説した作品。本展では、その貴重な
原画をご覧いただくとともに、マンガ表現の豊かな世界を体感できます。
　マンガが日常にあふれている日本では、漫符を誰に教わるでもなく理解
し、気持ちを伝えるコミュニケーション言語としても使いこなします。今回は
10の漫符を取り上げ、それらの歴史や古今東西の使用例を紹介するなどし
て解説します。
　常に挑戦を続ける漫画家こうの史代が仕掛けた、鳥獣戯画と漫符事典と
いう異色のコラボ。唯一無二のこうの史代ワールドをお楽しみください。

コレクション

山鹿市立博物館

熊本県立美術館

おもしろ不思議 子ども科学展 
自然や暮らしの中にある不思議を発見してみよう

期間：２０２１年７月１７日（土）～9月２0日（月）（祝）

期間：２０２１年７月３日（土）～９月２６日（日）

期間：２０２１年４月３日（土）～６月２７日（日）

令和３年度夏季企画展

企画展

企画展

　古今東西の美術を網羅する総合美術館を目指して、1976年に開館した熊本県立美
術館は、今年45周年を迎えます。これを記念して、本展覧会ではコレクションえりすぐり
の美術品を展示します。作品にみられる「物語」や「構図」、「色」、「形」などの要素を「魅ど
ころ」と呼んで分析し、コレクションの魅力に迫ります。
　さらに、細川コレクションを所蔵する永青文庫からは、国宝《太刀　銘豊後国行平作》

（通称「古今伝授の太刀」）や、国の重要文化財である菱田春草《落葉》（展示期間4/3～
5/5）、松岡映丘《室君》（展示期間6/1～6/27）などが特別出品！
　本展覧会を通して、45年の長きにわたる美術館へのご支援に対する、感謝の気持ち
をお伝えできれば幸いです。

　この絵馬は江戸時代後期の寛政4（1792）
年に肥後細川藩の御用人であった竹原勘十郎
により、須屋神社に奉納されました。絵は、当時
の細川藩御抱え絵師であった矢野良勝と衛藤
良行の両名により半分ずつ描かれています。
　三十六歌仙とは、平安時代、歌人・歌学者で
あった藤原公任（966～1041）の『三十六歌
仙』に選ばれた３６名の万葉・平安歌人に対す
る総称です。有名な佐竹本三十六歌仙絵巻に
見られるように、当初は絵巻などの形で作成
されましたが、やがて室町時代に入り和歌の
上達を願う中央の歌人などにより、絵馬として
奉納され始めました。
　須屋神社三十六歌仙絵馬は、３６枚すべて現存しています。近
年まで木箱に納められ本殿に置かれてきたため、部分的に変色
はあるものの全体的に色彩はよく残っています。地元の方による
と、戦前より神社の大祭で神楽を舞う際に毎年拝殿に掲げてい
たそうです。現在、当資料館に寄託され一部を展示しています。

ギガタウン フロム テラタウン ―こうの史代の世界―
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　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

須屋神社三十六歌仙絵馬須屋神社三十六歌仙絵馬

開館４５周年 感謝をこめて魅せます！美術館コレクション開館４５周年 感謝をこめて魅せます！美術館コレクション

【施設紹介】

ギガタウン展

漫符

合志市歴史資料館

　国指定史跡のニ子山石器製作遺跡
や弥生から奈良・平安時代までの遺
跡が発見された八反原遺跡の遺物、
市指定文化財の｢竹迫城絵図｣｢今町座
組阿弥陀如来像｣等、古代から近世ま
での資料を展示。その他、市航空写
真や地形模型、竹迫城想像模型等の
模型や多数の古銭、農具・民具も展
示してあり各時代の様相を学ぶこと
ができます。他に、郷土力士｢福の花
｣の資料や江戸・明治期に東京で活躍
した浄瑠璃｢金澤蟻鶴｣の遺品、明治
から昭和の約60年にわたり農を中心
とした独自の教育を行い、約7千人
の同窓生を輩出した私塾｢合志義塾｣
の資料なども展示しています。

〒861-1116　合志市福原2922番地
合志市総合センター“ヴィーブル”3階　
TEL：096-248-5555　FAX：096-248-5450
開館時間：9:00～16:30
休 館 日：毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合はその翌平日)
　　　　　年末年始
入 館 料：無料

湯前まんが美術館

※会期中一部展示替えあり。
前期／４月３日（土）～５月１６日（日）　後期／５月１８日（火）～６月２７日（日）

たち

み

めいぶんごのくにゆきひらさく

ま ん ぷ ず ふ

ちょうじゅうじんぶつぎが

こきんでんじゅ たち

むろぎみ

おちば
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　当館では「常設展示」や「企画展」の
開催に加え、「体験教室」や「通年講
座」にも力を注いでいます。中でも

「体験教室」は、当館の学芸員が主と
なって担当し、年間１４種、１８回開催
しており、ワークショップ形式でレク
チャーを受けながら体験することが
できます。なお、年齢を問わず参加で
きる教室と小・中学生を対象とした教
室に分けて開催しており、定員を超

える人気の高い教
室もあります。
　令和２年（２０２０
年）度では、新規に
始めた「藍染の体
験教室」に、定員を
はるかに超える申込みがあり、当初「１回」のみの開
催予定を「６回」に増やすこととなりました。市民ニー
ズに合った企画の重要性を改めて感じたところです。
　また、当館では参加者から材料費をいただいてお
らず、道具類は職員が手づくりし、メンテナンスも自ら
行うなど、経費削減のための工夫を凝らしています。
今後も当館では、「講座」や「教室」を通して、参加者
同士をつなぐコミュニケーション・プラットホーム的
な役割を果たしていきたいと考えています。

【館の紹介】
　塚原歴史民俗資料館は、昭和
58年（１９８３年）に「城南町歴史民
俗資料館」として開館し、その後、
平成22年（２０１0年）、熊本市との
合併により「熊本市塚原歴史民俗
資料館」と改名しました。
　国指定の史跡「塚原古墳群」に
隣接し、同史跡のガイダンス施設
の役割も担っています。
公園化された史跡内には桜やツツ
ジ、コスモスが植栽され、四季
折々に多くの来園者で賑わってい
ます。
　館内には、塚原古墳群からの出
土資料をはじめ、旧城南町時代に
収集された数万点にのぼる考古・
歴史・民俗分野の資料を収蔵展示
しています。

■所 在 地　熊本市南区城南町塚原1924
■電     話　0964-28-5962
■開館時間　9：00～16：30
■休 館 日　毎週月曜日（祝日の場合は、翌日）
■入 館 料　大　人 200円
　　　　　　高大生 100円　
　　　　　（団体30名以上　大160円　小80円）

熊本市塚原歴史民俗資料館

博 物 館 の お 仕 事 　

国指定重要文化財　松岡映丘《室君》
大正5年（1916）　永青文庫蔵　熊本県立美術館寄託　

※展示期間6/1～6/27
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須屋神社三十六歌仙絵馬

しゃぽん玉

火おこし体験

藍染体験教室

土器づくり教室

古文書講座

国宝《太刀　銘豊後国行平作》　
平安～鎌倉時代（12～13世紀）　永青文庫蔵　

　子どもたちが、科学を通して地球や環境問題、自然や暮らしのなかで経験する不思議について楽しく学べる展示会です。
　水と空気からなる美しい地球、この地球の姿や科学の発展とともにわれわれ人類が歩んできた歴史、人類の発展と生活の豊か
さに伴い生じた地球温暖化や海洋汚染などの環境問題、そして、さらに開発が進む地球環境に優
しいソーラーエネルギーなどの新エネルギー開発、電気自動車やAI技術を利用した最先端技術
など、パネルを通して紹介します。
　また、子どもたちが科学の不思議についてワクワク体感してもらうためのさまざまな道具を展
示、目の錯覚により物が違うものに見えたり、隠し絵を発見するような写真パネルも展示します。
　併せて、しゃぽん玉で遊んだり、竹トンボや紙てっぽうを作って遊ぶコーナーを設置し、その仕
組みについても紹介します。

　「この世界の片隅に」などで知られる、こうの史代の「ギガタウン 漫符図譜」
（朝日新聞出版）を紹介する展覧会が京都（＝テラタウン）からやってきます。
マンガ独特の表現記号である「漫符」を、誰もが知る国宝「鳥獣人物戯画」（高
山寺蔵）のキャラクターをアレンジして解説した作品。本展では、その貴重な
原画をご覧いただくとともに、マンガ表現の豊かな世界を体感できます。
　マンガが日常にあふれている日本では、漫符を誰に教わるでもなく理解
し、気持ちを伝えるコミュニケーション言語としても使いこなします。今回は
10の漫符を取り上げ、それらの歴史や古今東西の使用例を紹介するなどし
て解説します。
　常に挑戦を続ける漫画家こうの史代が仕掛けた、鳥獣戯画と漫符事典と
いう異色のコラボ。唯一無二のこうの史代ワールドをお楽しみください。

コレクション

山鹿市立博物館

熊本県立美術館

おもしろ不思議 子ども科学展 
自然や暮らしの中にある不思議を発見してみよう

期間：２０２１年７月１７日（土）～9月２0日（月）（祝）

期間：２０２１年７月３日（土）～９月２６日（日）

期間：２０２１年４月３日（土）～６月２７日（日）

令和３年度夏季企画展

企画展

企画展

　古今東西の美術を網羅する総合美術館を目指して、1976年に開館した熊本県立美
術館は、今年45周年を迎えます。これを記念して、本展覧会ではコレクションえりすぐり
の美術品を展示します。作品にみられる「物語」や「構図」、「色」、「形」などの要素を「魅ど
ころ」と呼んで分析し、コレクションの魅力に迫ります。
　さらに、細川コレクションを所蔵する永青文庫からは、国宝《太刀　銘豊後国行平作》

（通称「古今伝授の太刀」）や、国の重要文化財である菱田春草《落葉》（展示期間4/3～
5/5）、松岡映丘《室君》（展示期間6/1～6/27）などが特別出品！
　本展覧会を通して、45年の長きにわたる美術館へのご支援に対する、感謝の気持ち
をお伝えできれば幸いです。

　この絵馬は江戸時代後期の寛政4（1792）
年に肥後細川藩の御用人であった竹原勘十郎
により、須屋神社に奉納されました。絵は、当時
の細川藩御抱え絵師であった矢野良勝と衛藤
良行の両名により半分ずつ描かれています。
　三十六歌仙とは、平安時代、歌人・歌学者で
あった藤原公任（966～1041）の『三十六歌
仙』に選ばれた３６名の万葉・平安歌人に対す
る総称です。有名な佐竹本三十六歌仙絵巻に
見られるように、当初は絵巻などの形で作成
されましたが、やがて室町時代に入り和歌の
上達を願う中央の歌人などにより、絵馬として
奉納され始めました。
　須屋神社三十六歌仙絵馬は、３６枚すべて現存しています。近
年まで木箱に納められ本殿に置かれてきたため、部分的に変色
はあるものの全体的に色彩はよく残っています。地元の方による
と、戦前より神社の大祭で神楽を舞う際に毎年拝殿に掲げてい
たそうです。現在、当資料館に寄託され一部を展示しています。

ギガタウン フロム テラタウン ―こうの史代の世界―

紹
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須屋神社三十六歌仙絵馬須屋神社三十六歌仙絵馬

開館４５周年 感謝をこめて魅せます！美術館コレクション開館４５周年 感謝をこめて魅せます！美術館コレクション

【施設紹介】

ギガタウン展

漫符

合志市歴史資料館

　国指定史跡のニ子山石器製作遺跡
や弥生から奈良・平安時代までの遺
跡が発見された八反原遺跡の遺物、
市指定文化財の｢竹迫城絵図｣｢今町座
組阿弥陀如来像｣等、古代から近世ま
での資料を展示。その他、市航空写
真や地形模型、竹迫城想像模型等の
模型や多数の古銭、農具・民具も展
示してあり各時代の様相を学ぶこと
ができます。他に、郷土力士｢福の花
｣の資料や江戸・明治期に東京で活躍
した浄瑠璃｢金澤蟻鶴｣の遺品、明治
から昭和の約60年にわたり農を中心
とした独自の教育を行い、約7千人
の同窓生を輩出した私塾｢合志義塾｣
の資料なども展示しています。

〒861-1116　合志市福原2922番地
合志市総合センター“ヴィーブル”3階　
TEL：096-248-5555　FAX：096-248-5450
開館時間：9:00～16:30
休 館 日：毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合はその翌平日)
　　　　　年末年始
入 館 料：無料

湯前まんが美術館

※会期中一部展示替えあり。
前期／４月３日（土）～５月１６日（日）　後期／５月１８日（火）～６月２７日（日）

たち

み

めいぶんごのくにゆきひらさく

ま ん ぷ ず ふ

ちょうじゅうじんぶつぎが

こきんでんじゅ たち

むろぎみ

おちば



MUSE Vol.4　2021 Spring / Summer03

四賢婦人記念館 新聞博物館
　「四賢婦人記念館」は益城町で生まれ育ち、男性社会
が色濃く残る時代にありながらも女性の地位向上のた
めにその一生を捧げた女性、「竹崎順子」・「徳富久子」・
「横井つせ子」・「矢嶋楫子」ら姉妹の功績について発信
する博物館です。これら姉妹は、「四賢婦人」と称され、
近代日本における女子教育や女性の地位向上に尽力

し、今日の男女共同参画社会
実現の礎を築きました。「四賢婦人記念館」の建物は、江戸時代後期に建てられた惣
庄屋・矢嶋家の家屋を復元したもので、記念館建物の建築に際しては、可能な限り伝
統工法を使用しています。

四賢婦人記念館

館　内

展　示

震災ミュージアム展示国天然記念物「布田川断層帯」
（杉堂地区）

四賢婦人記念館
〒861-2205　熊本県上益城郡益城町大字杉堂1250番地（潮井自然公園内）  
ＴＥＬ 096-286-4959  
開館時間　９：3０～１6：3０  
休 館 日　月曜日（祝日の場合は火曜日）・年末年始  
入 場 料　大人200円（160円）・小中学生100円（80円）※（　　）内は団体割引適用額  

万年活字鋳造機と活字母型

足踏み式印刷機

グーテンベルク印刷機（レプリカ）

新聞博物館
〒860-8506　熊本市中央区世安町172　熊本日日新聞社２号館５階
TEL 096-361-3071　　　　　　　　　　　
開館時間　１０：００～１７：００（最終入館１６：３０）
休 館 日　日曜・祝祭日　年末年始
入 場 料　無料

　常設展示は人物ごとに展示をおこなっています。３女・竹崎順
子は、熊本女学校の校長として熊本における女子教育に尽力し
た功績について、４女・徳富久子は、徳富蘇峰・蘆花兄弟の母とし
て厳格な家庭教育を実践、また女子教育の必要性をいち早く説
いた功績について、５女・横井つせ子は、思想家・横井小楠の妻と
して夫の大業参加を支えた功績について、そして６女・矢嶋楫子
は、日本を代表する女性の社会事業家としての功績について古
文書資料や書籍をはじめ展示しています。また、これら偉人を生
み育てた背景として、父母による良質な家庭教育があります。こ
れらを示す資料として、矢嶋家が当時使用していた生活用品も
展示しています。

展　示

　タッチモニターによる展示に、矢嶋楫子が
大正10（1921）年に88歳で『平和軍縮会議
ワシントン大会』に出席した際、ニュース映像
としてアメリカで流された動画があります。こ
の動画では、高齢で渡米した楫子の表情がう
かがえ、動く矢嶋楫子として大変貴重な資料
です。また、「四賢婦人記念館」では、公益財団
法人日本キリスト教婦人矯風会や女子学院
中学校・高等学校（東京）、水俣市教育委員会
とも連携しており、日本キリスト教婦人矯風
会より借用した「矢嶋楫子デスマスク」をはじ
め、連携機関の所蔵資料を展示しています。

　「四賢婦人記念館」では、当時の女性たちに勇気を与え、
わが国の女性史に名を刻む女性たちに常に指針を示して
きた「四賢婦人」の功績を広く発信すべく、4人それぞれの
功績について企画展示を実施していきたいと考えていま
す。また、記念館周辺の潮井自然公園は、今後大規模な整
備が計画されています。公園内に所在する国天然記念物
「布田川断層帯」（杉堂地区）や潮井水源の豊かな湧水など
の資源を活用して、歴史と自然が学習できる魅力ある公
園として整備されます。

おすすめの収蔵品

今後の予定

●「新聞人の多彩な人脈　城戸元亮への手紙」展
　令和３年２月１日から６月１９日まで　
●「熊本地震から５年」展　
　令和３年４月５日から７月３日まで
●「東京五輪」記念展
　令和３年７月から

企画展予定

　1980年代まで新聞製作に使用されていた機器や、江戸時代末期から発行された
新聞紙面や熊本ゆかりの言論人を紹介。新聞を通した時代の動きを探ります。
昨年、新たに昭和後半から令和までの主なニュース紙面や写真などを追加展示。明
治から令和までの出来事を、時代を追って見られるようにしました。
　また、熊本地震コーナーも新設。テレビ画面で、地震直後の写真や復興の様子な
どをスライドショーで見ることができます。

常設展示

グーテンベルク印刷機（レプリカ）
　15世紀にドイツのグーテンベルクが発明した世界初の活版印刷機を、
ドイツ政府が忠実に復元した木製のレプリカで、寸法は本物の80％大です。

足踏み式印刷機
　1850年頃にアメリカで発明され、日本でも明治時代初期から昭和30
年代まで使われた活版印刷機。
　明治7年に熊本活版舎が熊本洋学校教師ジェーンズから譲り受け、熊本
で初めて新聞「白川新聞」の発行に使った機械と同タイプ。

万年活字鋳造機（昭和9年～昭和57年、熊日で使用）と活字母型
　新聞製作のため大量に消費する「活字」を自社で作って賄うための機械
で、現存する国産の活字鋳造機の中で最古の物（昭和9年製）。
　2018（平成30）年8月、日本機械学会から「機械遺産」に認定されました。
活字鋳造機で使われた「活字の母型」もほぼ全種がそろっています。

おすすめの収蔵品

　新聞博物館は、日本最初の新聞に関する博物館として、1987年に開館しました。新聞の歴史的遺産を収
集・保存するとともに、時代を先取りする情報文化センターとしての役割を果たすことを目指しています。
　展示室では、新聞製作で実際に使われていた機械類を展示するほか、熊本とかかわりの深い新聞人たち
や、日本の新聞の歴史を紹介しています。また、新聞・図書閲覧室では、主な地方紙を揃え自由に閲覧できる
ほか、新聞に関する書籍を開放し、調べ物や研究などに利用できます。

博物館
紹介

博物館
紹介
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四賢婦人記念館 新聞博物館
　「四賢婦人記念館」は益城町で生まれ育ち、男性社会
が色濃く残る時代にありながらも女性の地位向上のた
めにその一生を捧げた女性、「竹崎順子」・「徳富久子」・
「横井つせ子」・「矢嶋楫子」ら姉妹の功績について発信
する博物館です。これら姉妹は、「四賢婦人」と称され、
近代日本における女子教育や女性の地位向上に尽力

し、今日の男女共同参画社会
実現の礎を築きました。「四賢婦人記念館」の建物は、江戸時代後期に建てられた惣
庄屋・矢嶋家の家屋を復元したもので、記念館建物の建築に際しては、可能な限り伝
統工法を使用しています。

四賢婦人記念館

館　内

展　示

震災ミュージアム展示国天然記念物「布田川断層帯」
（杉堂地区）

四賢婦人記念館
〒861-2205　熊本県上益城郡益城町大字杉堂1250番地（潮井自然公園内）  
ＴＥＬ 096-286-4959  
開館時間　９：3０～１6：3０  
休 館 日　月曜日（祝日の場合は火曜日）・年末年始  
入 場 料　大人200円（160円）・小中学生100円（80円）※（　　）内は団体割引適用額  

万年活字鋳造機と活字母型

足踏み式印刷機

グーテンベルク印刷機（レプリカ）

新聞博物館
〒860-8506　熊本市中央区世安町172　熊本日日新聞社２号館５階
TEL 096-361-3071　　　　　　　　　　　
開館時間　１０：００～１７：００（最終入館１６：３０）
休 館 日　日曜・祝祭日　年末年始
入 場 料　無料

　常設展示は人物ごとに展示をおこなっています。３女・竹崎順
子は、熊本女学校の校長として熊本における女子教育に尽力し
た功績について、４女・徳富久子は、徳富蘇峰・蘆花兄弟の母とし
て厳格な家庭教育を実践、また女子教育の必要性をいち早く説
いた功績について、５女・横井つせ子は、思想家・横井小楠の妻と
して夫の大業参加を支えた功績について、そして６女・矢嶋楫子
は、日本を代表する女性の社会事業家としての功績について古
文書資料や書籍をはじめ展示しています。また、これら偉人を生
み育てた背景として、父母による良質な家庭教育があります。こ
れらを示す資料として、矢嶋家が当時使用していた生活用品も
展示しています。

展　示

　タッチモニターによる展示に、矢嶋楫子が
大正10（1921）年に88歳で『平和軍縮会議
ワシントン大会』に出席した際、ニュース映像
としてアメリカで流された動画があります。こ
の動画では、高齢で渡米した楫子の表情がう
かがえ、動く矢嶋楫子として大変貴重な資料
です。また、「四賢婦人記念館」では、公益財団
法人日本キリスト教婦人矯風会や女子学院
中学校・高等学校（東京）、水俣市教育委員会
とも連携しており、日本キリスト教婦人矯風
会より借用した「矢嶋楫子デスマスク」をはじ
め、連携機関の所蔵資料を展示しています。

　「四賢婦人記念館」では、当時の女性たちに勇気を与え、
わが国の女性史に名を刻む女性たちに常に指針を示して
きた「四賢婦人」の功績を広く発信すべく、4人それぞれの
功績について企画展示を実施していきたいと考えていま
す。また、記念館周辺の潮井自然公園は、今後大規模な整
備が計画されています。公園内に所在する国天然記念物
「布田川断層帯」（杉堂地区）や潮井水源の豊かな湧水など
の資源を活用して、歴史と自然が学習できる魅力ある公
園として整備されます。

おすすめの収蔵品

今後の予定

●「新聞人の多彩な人脈　城戸元亮への手紙」展
　令和３年２月１日から６月１９日まで　
●「熊本地震から５年」展　
　令和３年４月５日から７月３日まで
●「東京五輪」記念展
　令和３年７月から

企画展予定

　1980年代まで新聞製作に使用されていた機器や、江戸時代末期から発行された
新聞紙面や熊本ゆかりの言論人を紹介。新聞を通した時代の動きを探ります。
昨年、新たに昭和後半から令和までの主なニュース紙面や写真などを追加展示。明
治から令和までの出来事を、時代を追って見られるようにしました。
　また、熊本地震コーナーも新設。テレビ画面で、地震直後の写真や復興の様子な
どをスライドショーで見ることができます。

常設展示

グーテンベルク印刷機（レプリカ）
　15世紀にドイツのグーテンベルクが発明した世界初の活版印刷機を、
ドイツ政府が忠実に復元した木製のレプリカで、寸法は本物の80％大です。

足踏み式印刷機
　1850年頃にアメリカで発明され、日本でも明治時代初期から昭和30
年代まで使われた活版印刷機。
　明治7年に熊本活版舎が熊本洋学校教師ジェーンズから譲り受け、熊本
で初めて新聞「白川新聞」の発行に使った機械と同タイプ。

万年活字鋳造機（昭和9年～昭和57年、熊日で使用）と活字母型
　新聞製作のため大量に消費する「活字」を自社で作って賄うための機械
で、現存する国産の活字鋳造機の中で最古の物（昭和9年製）。
　2018（平成30）年8月、日本機械学会から「機械遺産」に認定されました。
活字鋳造機で使われた「活字の母型」もほぼ全種がそろっています。

おすすめの収蔵品

　新聞博物館は、日本最初の新聞に関する博物館として、1987年に開館しました。新聞の歴史的遺産を収
集・保存するとともに、時代を先取りする情報文化センターとしての役割を果たすことを目指しています。
　展示室では、新聞製作で実際に使われていた機械類を展示するほか、熊本とかかわりの深い新聞人たち
や、日本の新聞の歴史を紹介しています。また、新聞・図書閲覧室では、主な地方紙を揃え自由に閲覧できる
ほか、新聞に関する書籍を開放し、調べ物や研究などに利用できます。

博物館
紹介

博物館
紹介
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入場料／一　　　　般　400円（320円）
　　　　高校・大学生　300円（240円）
　　　　中 学 生 以 下 　200円（160円）

※（　）内は、30名以上の団体料金
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❼

入場料／無料

展示 イベント 展示 イベント

施 設 名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

開館４５周年
感謝をこめて魅せます！
美術館コレクション

段々降りてゆく
九州の地に根を張る7組の表現者

企画展「匠の技と心
   ～未来に繋ぐ熊本の工芸Ⅲ～」

林原美術館の名宝展

香川元太郎 迷路絵本展

細川コレクション
よくわかる「工芸」のみかた
―細川家の古美術鑑賞“入門編”

4/3～6/27

熊本地震から５年・復興祈念展 
集う！ 麦わらの色紙たち
 ―漫画家・尾田栄一郎氏 直筆色紙６点特別公開― 

4/3～6/20

3/27～6/13

2/23
～4/11

7/16～9/5

9/23～
  12/24

7/17～9/4

7/17～9/12

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）

年末年始

観覧料／
◆第２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
◆第２展示室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

（有料展入場は19：30まで）
休館日／ 火曜日（祝日の場合は翌平日）

入館料／無料

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／ （祝日の場合は翌平日）月曜日

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

（２階企画・常設展示室のみ有料）
入館料／無料

一　般 210 円
大学生 130 円

無料

無料

未定
会期が近づきましたら、
当館HPをご覧ください。

未定
会期が近づきましたら、
当館HPをご覧ください。

細川コレクション
絵巻、楽しい！

有料
（通常料金）

有料
（通常料金）

企画展
「第38回日本伝統漆芸展」4/20～5/30

有料
（通常料金）

企画展
「熊本の風景と工芸」 6/15～8/29

一　般 210 円
大学生 130 円

学生（高校生以上）600円
中学生以下無料

一　般 1,100円
シニア（65歳以上）900円

こわいな！
恐怖の美術館

9/25
～12/5学生（高校生以上）600円

中学生以下無料（※予定）

一　般 1,100円
シニア（65歳以上）900円

テオ・ヤンセン展 7/3～9/12学生（高校生以上）800円
中学生以下無料（※予定）

一　般 1,300円
シニア（65歳以上）1,000円

県央

施 設 名

収蔵品展「アーカイブズに見るくまもと16」
球磨の"鮎"の遊び ―生誕100年 上村占魚―／くまもと教育の夜明け

収蔵品展
「アーカイブズに見るくまもと17」

震災をふりかえる

企画展
「没後40年 横溝正史展」

3/19～5/5

3/20～5/9

5/21～7/4

7/16～9/23

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）
　　　　　
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29日から1月3日）

入館料／無料

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／月曜日（祝日の場合は翌平日）

肥後の里山ギャラリー
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／９：30～16：30

休館日／日曜日・祝日
入館料／無料

入場料
のみ

特別展「銀河鉄道の夜　
　　-KAGAYA　星空の世界展」 7/17～9/5 未定

無料

無料

無料

県央

熊本の現代作家展Ⅵ
石原昌一展　まなざしのかたち

2/15
～4/3

Map
C-2

無料

肥後銀行所蔵　
お金と銀行資料展4/19～6/26 無料

山都にきらめく星と人形浄瑠璃
サテライトミュージアム
清和高原天文台と清和文楽館

7/19～9/11 無料

無料

子ども科学・ものづくり教室　
小・中学生　事前申込制
※毎月数回開催予定
　詳細は熊本博物館ホームページをご確認ください

イベント

9/18

ミュージアムセミナー
14:00～15:00

無料おしゃべり鑑賞タイム
12:00～14:00

5/1

無料里山ギャラリー歴史文化講座
13:30～15:00　要事前申込

展覧会関連イベント清和文楽公演
13:30～15:00　要事前申込

7/3

無料おわったアートのポスターさしあげます 2021
10:00～16:00

6/19

障がいのある方々のための鑑賞デー
9:30～17:15　

4/19 7/26

7/31 8/28

5/2 9/5

8/29

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

P1に記事あり

P4に記事あり

「新聞人の多彩な人脈　
　　城戸元亮への手紙」展２/1～6/19

Map
C-2

新聞博物館
熊本市中央区世安町172
☎096-361-3071
開館時間／10：00～17：00

（入館は16：30まで）
休館日／日曜日・祝日、年末年始

❻
無料

企画展
「熊本地震から5年」

「東京五輪」
　　　記念展

4/5～7/3

7月

無料

無料

障がい者手帳を
お持ちの方無料



❶ ❹

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

※（　）内は、30名以上の団体料金
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❼

入場料／無料

展示 イベント 展示 イベント

施 設 名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

開館４５周年
感謝をこめて魅せます！
美術館コレクション

段々降りてゆく
九州の地に根を張る7組の表現者

企画展「匠の技と心
   ～未来に繋ぐ熊本の工芸Ⅲ～」

林原美術館の名宝展

香川元太郎 迷路絵本展

細川コレクション
よくわかる「工芸」のみかた
―細川家の古美術鑑賞“入門編”

4/3～6/27

熊本地震から５年・復興祈念展 
集う！ 麦わらの色紙たち
 ―漫画家・尾田栄一郎氏 直筆色紙６点特別公開― 

4/3～6/20

3/27～6/13

2/23
～4/11

7/16～9/5

9/23～
  12/24

7/17～9/4

7/17～9/12

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）

年末年始

観覧料／
◆第２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
◆第２展示室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

（有料展入場は19：30まで）
休館日／ 火曜日（祝日の場合は翌平日）

入館料／無料

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／ （祝日の場合は翌平日）月曜日

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

（２階企画・常設展示室のみ有料）
入館料／無料

一　般 210 円
大学生 130 円

無料

無料

未定
会期が近づきましたら、
当館HPをご覧ください。

未定
会期が近づきましたら、
当館HPをご覧ください。

細川コレクション
絵巻、楽しい！

有料
（通常料金）

有料
（通常料金）

企画展
「第38回日本伝統漆芸展」4/20～5/30

有料
（通常料金）

企画展
「熊本の風景と工芸」 6/15～8/29

一　般 210 円
大学生 130 円

学生（高校生以上）600円
中学生以下無料

一　般 1,100円
シニア（65歳以上）900円

こわいな！
恐怖の美術館

9/25
～12/5学生（高校生以上）600円

中学生以下無料（※予定）

一　般 1,100円
シニア（65歳以上）900円

テオ・ヤンセン展 7/3～9/12学生（高校生以上）800円
中学生以下無料（※予定）

一　般 1,300円
シニア（65歳以上）1,000円

県央

施 設 名

収蔵品展「アーカイブズに見るくまもと16」
球磨の"鮎"の遊び ―生誕100年 上村占魚―／くまもと教育の夜明け

収蔵品展
「アーカイブズに見るくまもと17」

震災をふりかえる

企画展
「没後40年 横溝正史展」

3/19～5/5

3/20～5/9

5/21～7/4

7/16～9/23

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）
　　　　　
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29日から1月3日）

入館料／無料

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／月曜日（祝日の場合は翌平日）

肥後の里山ギャラリー
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／９：30～16：30

休館日／日曜日・祝日
入館料／無料

入場料
のみ

特別展「銀河鉄道の夜　
　　-KAGAYA　星空の世界展」 7/17～9/5 未定

無料

無料

無料

県央

熊本の現代作家展Ⅵ
石原昌一展　まなざしのかたち

2/15
～4/3

Map
C-2

無料

肥後銀行所蔵　
お金と銀行資料展4/19～6/26 無料

山都にきらめく星と人形浄瑠璃
サテライトミュージアム
清和高原天文台と清和文楽館

7/19～9/11 無料

無料

子ども科学・ものづくり教室　
小・中学生　事前申込制
※毎月数回開催予定
　詳細は熊本博物館ホームページをご確認ください

イベント

9/18

ミュージアムセミナー
14:00～15:00

無料おしゃべり鑑賞タイム
12:00～14:00

5/1

無料里山ギャラリー歴史文化講座
13:30～15:00　要事前申込

展覧会関連イベント清和文楽公演
13:30～15:00　要事前申込

7/3

無料おわったアートのポスターさしあげます 2021
10:00～16:00

6/19

障がいのある方々のための鑑賞デー
9:30～17:15　

4/19 7/26

7/31 8/28

5/2 9/5

8/29

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

P1に記事あり

P4に記事あり

「新聞人の多彩な人脈　
　　城戸元亮への手紙」展２/1～6/19

Map
C-2

新聞博物館
熊本市中央区世安町172
☎096-361-3071
開館時間／10：00～17：00

（入館は16：30まで）
休館日／日曜日・祝日、年末年始

❻
無料

企画展
「熊本地震から5年」

「東京五輪」
　　　記念展

4/5～7/3

7月

無料

無料

障がい者手帳を
お持ちの方無料
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展示 イベント 展示 イベント

展示 イベント

施 設 名

4/1～8/24
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／火曜日・第2第3水曜日・展示替え期間

Map
C-3

Map
C-3

❽

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

（祝日の場合は、翌日）

❾ 熊本市塚原歴史民俗資料館
熊本市南区城南町塚原1924
☎0964-28-5962
開館時間／9：00～16：30
休館日／月曜日

入館料／大　人　　 200円
　　　　小・中学生 100円　
　　　（団体30名以上　大160円　小80円）

年末年始（12月25日～1月4日）

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／月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

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

※8月以降は改修工事のため休館

9/2
～1/17

県央

施 設 名

御船町恐竜博物館
上益城郡御船町大字御船995-6
☎096-282-4051
開館時間／９：00～17：00
　　　　　（入館16：30まで）
休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始
入館料／大人 500円　
　　　　高校・大学生 300円　
　　　　小・中学生 200円　
　　　　※団体料金あり

Map
C-3



4/9～5/29

県央

Map
D-3

Map

施 設 名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

神社をめぐる人びと展2/13～5/16玉名市立歴史博物館こころピア 一　般
300円

一　般
300円

国指定史跡100周年パネル展4/3～5/30 無料

生誕100周年赤星亮衛展5/29
～6/27

一　般
300円石井了介展 7/17～8/29

一　般
300円西依成斎展 9/18

～10/17

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（12月28日～1月4日）

入館料／一　般 300円
　　　　大学生 200円
　　　　高校生以下 無料
　　　　団体割引（20名以上）3割引

こどもの日たんけん！博物館 無料

5/5

9：00～16：00

ねむの木コンサート
無料 無料

無料

6/6 8/8

9/18
10：00～12：00

夏休みたんけん！博物館
無料

8/1～8/29

9：00～16：00

13：30～16：30

19：00～21：00

夏の科学体験

星空を観察してみよう

無料

8/22
菊池川の宝さがし

10：00～12：00宇城の工芸展

怖いかも展

清正展(仮)

4/1～5/9 入館料
企画展
「恐竜博物館のコレクション」

7/17～9/26特別展
「恐竜の脳力」

3/30～5/30 無料海辺の植物

6/8～8/9 円のあゆみ　
近代通貨制度の150年

8/17～10/17無料

有料

無料

教科書に登場する
動物たち（仮）

入館料

学芸員と歩く野外博物館
9：00～正午

4/4
入館料

土器づくり教室(春）
9：30～正午

4/25
入館料

榎実鉄砲を作って遊ぼう
10:00～正午　小学生

5/23
入館料

入館料

藍染体験教室（藍の色は愛の色）
10:00～正午

6/26
入館料

入館料

オリジナル埴輪づくりと火おこし体験
９:30～正午　小中学生

8/6

入館料

伝統文化体験【びわの巻】
11：00～15：00　幼児～大人

10:00～16:00　小中学生

7/24・25

入館料

入館料

勾玉づくりと火おこし体験
10:00～正午　小中学生

古代織体験教室
10:00～正午　

8/７

9/23

入館料

作品鑑賞会【絵でよみとく！○○のヒミツ】
8/21

入館料

巴形銅器づくりと火おこし体験
10:00～正午　小中学生

8/８

入館料

C-２

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

P2に記事あり

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

Map
C-3
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展示 イベント 展示 イベント

展示 イベント

施 設 名

4/1～8/24
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／火曜日・第2第3水曜日・展示替え期間

Map
C-3

Map
C-3

❽

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

（祝日の場合は、翌日）

❾ 熊本市塚原歴史民俗資料館
熊本市南区城南町塚原1924
☎0964-28-5962
開館時間／9：00～16：30
休館日／月曜日

入館料／大　人　　 200円
　　　　小・中学生 100円　
　　　（団体30名以上　大160円　小80円）

年末年始（12月25日～1月4日）

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／月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

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

※8月以降は改修工事のため休館

9/2
～1/17

県央

施 設 名

御船町恐竜博物館
上益城郡御船町大字御船995-6
☎096-282-4051
開館時間／９：00～17：00
　　　　　（入館16：30まで）
休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始
入館料／大人 500円　
　　　　高校・大学生 300円　
　　　　小・中学生 200円　
　　　　※団体料金あり

Map
C-3



4/9～5/29

県央

Map
D-3

Map

施 設 名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

神社をめぐる人びと展2/13～5/16玉名市立歴史博物館こころピア 一　般
300円

一　般
300円

国指定史跡100周年パネル展4/3～5/30 無料

生誕100周年赤星亮衛展5/29
～6/27

一　般
300円石井了介展 7/17～8/29

一　般
300円西依成斎展 9/18

～10/17

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（12月28日～1月4日）

入館料／一　般 300円
　　　　大学生 200円
　　　　高校生以下 無料
　　　　団体割引（20名以上）3割引

こどもの日たんけん！博物館 無料

5/5

9：00～16：00

ねむの木コンサート
無料 無料

無料

6/6 8/8

9/18
10：00～12：00

夏休みたんけん！博物館
無料

8/1～8/29

9：00～16：00

13：30～16：30

19：00～21：00

夏の科学体験

星空を観察してみよう

無料

8/22
菊池川の宝さがし

10：00～12：00宇城の工芸展

怖いかも展

清正展(仮)

4/1～5/9 入館料
企画展
「恐竜博物館のコレクション」

7/17～9/26特別展
「恐竜の脳力」

3/30～5/30 無料海辺の植物

6/8～8/9 円のあゆみ　
近代通貨制度の150年

8/17～10/17無料

有料

無料

教科書に登場する
動物たち（仮）

入館料

学芸員と歩く野外博物館
9：00～正午

4/4
入館料

土器づくり教室(春）
9：30～正午

4/25
入館料

榎実鉄砲を作って遊ぼう
10:00～正午　小学生

5/23
入館料

入館料

藍染体験教室（藍の色は愛の色）
10:00～正午

6/26
入館料

入館料

オリジナル埴輪づくりと火おこし体験
９:30～正午　小中学生

8/6

入館料

伝統文化体験【びわの巻】
11：00～15：00　幼児～大人

10:00～16:00　小中学生

7/24・25

入館料

入館料

勾玉づくりと火おこし体験
10:00～正午　小中学生

古代織体験教室
10:00～正午　

8/７

9/23

入館料

作品鑑賞会【絵でよみとく！○○のヒミツ】
8/21

入館料

巴形銅器づくりと火おこし体験
10:00～正午　小中学生

8/８

入館料

C-２

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

P2に記事あり

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

Map
C-3
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展示 イベント 展示 イベント

P2に記事あり

P1に記事あり

P1に
記事
あり

施 設 名

坂本善三の基礎作り　
－静物・風景・人物－3/20～6/13

6/19～9/5

Map
D-2

Map
C-4

Map
D-5　

無料

無料

入館料
のみ

企画展
「おもしろ不思議　子ども科学展」
自然や暮らしの中にある不思議を発見してみよう

7/17～9/20 有料

企画展「県内遺跡発掘速報
～こぎゃんとが出た！復興への足跡～」2/6～5/9 入館料

のみ

入館料
のみ

企画展
「写真で見る装飾古墳の世界」

5/18
～6/6

企画展
「いにしえの蓮の装飾Ⅱ」 6/15～8/1

入館料
のみ企画展「平和への誓約」 8/10～9/12

企画展
「写真で見る装飾古墳の世界」

9/18
～11/14

入館料
のみ

入館料
のみ

特別展
「合志市の記念碑を巡る」

2/13
～4/11

入館料
のみ

コレクション・リーディングvol.5　
プロダクツで作る善三展

県北

施 設 名

春季特別展覧会
「八代城主松井家の武器と武具」4/23～6/6

企画展「松井家の殿様（歴代当主肖像画
　　　　　パネル展示）」（驥斎展示室）
／「くらしを彩る器」（第二展示室）

4/中頃～7/末

山江村歴史民俗資料館

天草市立天草キリシタン館

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
            祝日（ただし企画展開催中は開館）
入館料／200円
　　　　団体150円（20名以上）  
            高校生以下無料

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

一般700円（560円）
高大生500円（400円）

企画展「松井文庫Ⅰ茶の湯の世界
     ～松井家の茶道具名品選～」 6/8～9/5

7/16～8/29

7/末～９/末

一般310円（240円）
高大生200円（160円）
※7/16～8/29は特別展料金
   一般400円、高大生300円

夏季特別展覧会「やつしろ美術動物園２
         ～博物館には動物がいっぱい～」

一般400円（320円）
高大生300円（240円）

9/7～
10/17

企画展「松井文庫Ⅱ道中風景絵巻
～殿が立ち寄った観光スポット～」

まんが美術館収蔵品お蔵出し展

企画展「仙盞瓶/ガラスの器」(驥斎展示室）
／「青花の器」（第二展示室）

一般310円（240円）
高大生200円（160円）

入館料
のみ

入館料
のみ

3/1～6/20

第29回那須良輔風刺漫画大賞作品展3/1～6/20

天草四郎陣中旗公開展示5/1
～5/7 有料

無料

有料
天草四郎陣中旗
公開展示

8/1
～8/7

ギガタウン フロム テラタウン
―こうの史代の世界― 7/3～9/26 通常

料金

特集展示「山江村の文化財」5月～6月

4/28～5/31

7/14～8/30

入館料
のみ

無料

無料

企画展
「むかしの暮らし展」6月～7月 入館料

のみ

企画展「やまえのほとけ展」

天草四郎生誕400年記念事業
企画展「天草四郎屏風と北八代」

企画展「教会のある風景 ～川上謙二の世界～」

9月～11月入館料
のみ

９/末
～1/末

企画展「文房具と香炉」（驥斎展示室）
／「煎茶の道具」（第二展示室）

入館料
のみ

県南

Map
D-1

合志市歴史資料館
合志市福原2922
☎096-248-5555
開館時間／9：00～16：30
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始（12月28日～1月4日まで）
入館料／無料

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（祝日の場合は翌日）
　　　　年末年始（12/25～1/4）
　　　　※公園内は年中散策できます
入館料／無料

Map
C-2

熊本県立装飾古墳館
山鹿市鹿央町岩原3085
☎0968-36-2151
開館時間／9：30～17：15
　　　　 （入館は16：45まで）
　　　　　
休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）

入館料／大　人　430円（300円）
　　　　大学生　260円（180円）
　　　　高校生以下　無料
　　　　※（　）は20人以上団体料金

Map
D-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／火曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　  年末年始（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

湯前まんが美術館
球磨郡湯前町183-１
☎0966-43-2050
開館時間／9：30～17：00
　　　　　休館日／展示替え期間

入館料／一　般　300円
　　　　小中学生100円
            （団体割引あり）

Map
C-4

一般財団法人 松井文庫驥斎
八代市北の丸町3-15
☎0965-33-0171 
開館時間／9：00～17：00（入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　お盆、年末年始
入館料／一　般　    500円　 
　　　　中学生以下 250円

Map
C-4

八代市立博物館未来の森ミュージアム
八代市西松江城町12-35
☎0965-34-5555 
開館時間／9：00～17：00（入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始、その他臨時休館
入館料／一　般　310円（団体 240円）
　　　　高大生　200円（団体 160円）

Map
A-4

5/1～5/5
描こうぜ！鞠智城スケッチ大会
10:00～16:45

一部
必要

５/4、５/5
古墳館へ５・５・GO！
10:00～16:00

500円

7/31
ベンガラ染めのハンカチづくり
10:00～12:30

1,200円

9/11
古代絵画教室
9:30～12:30　小学生以上

500円

7/10
琥珀勾玉づくり
10:00～12:00
13:30～15:30

無料

５/2

9/1～1/31

GW特別イベントみんなおいでよ鞠智城
10:00～15:30

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

山鹿市立博物館
山鹿市鍋田2085
☎0968-43-1145
開館時間／9:00から17:00まで
　　　　（入館は16:30まで）
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　年末年始
入館料／一般・大学生　270円
　　　　高校生以下　　　70円
　　　（山鹿市内の小中学生は無料）

Map
C-1　

鞠智城フォトコンテスト

小学生以上

500円

5/29
管玉づくり
10:00～12:30
小学校４年生以上

無料
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展示 イベント 展示 イベント

P2に記事あり

P1に記事あり

P1に
記事
あり

施 設 名

坂本善三の基礎作り　
－静物・風景・人物－3/20～6/13

6/19～9/5

Map
D-2

Map
C-4

Map
D-5　

無料

無料

入館料
のみ

企画展
「おもしろ不思議　子ども科学展」
自然や暮らしの中にある不思議を発見してみよう

7/17～9/20 有料

企画展「県内遺跡発掘速報
～こぎゃんとが出た！復興への足跡～」2/6～5/9 入館料

のみ

入館料
のみ

企画展
「写真で見る装飾古墳の世界」

5/18
～6/6

企画展
「いにしえの蓮の装飾Ⅱ」 6/15～8/1

入館料
のみ企画展「平和への誓約」 8/10～9/12

企画展
「写真で見る装飾古墳の世界」

9/18
～11/14

入館料
のみ

入館料
のみ

特別展
「合志市の記念碑を巡る」

2/13
～4/11

入館料
のみ

コレクション・リーディングvol.5　
プロダクツで作る善三展

県北

施 設 名

春季特別展覧会
「八代城主松井家の武器と武具」4/23～6/6

企画展「松井家の殿様（歴代当主肖像画
　　　　　パネル展示）」（驥斎展示室）
／「くらしを彩る器」（第二展示室）

4/中頃～7/末

山江村歴史民俗資料館

天草市立天草キリシタン館

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
            祝日（ただし企画展開催中は開館）
入館料／200円
　　　　団体150円（20名以上）  
            高校生以下無料

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

一般700円（560円）
高大生500円（400円）

企画展「松井文庫Ⅰ茶の湯の世界
     ～松井家の茶道具名品選～」 6/8～9/5

7/16～8/29

7/末～９/末

一般310円（240円）
高大生200円（160円）
※7/16～8/29は特別展料金
   一般400円、高大生300円

夏季特別展覧会「やつしろ美術動物園２
         ～博物館には動物がいっぱい～」

一般400円（320円）
高大生300円（240円）

9/7～
10/17

企画展「松井文庫Ⅱ道中風景絵巻
～殿が立ち寄った観光スポット～」

まんが美術館収蔵品お蔵出し展

企画展「仙盞瓶/ガラスの器」(驥斎展示室）
／「青花の器」（第二展示室）

一般310円（240円）
高大生200円（160円）

入館料
のみ

入館料
のみ

3/1～6/20

第29回那須良輔風刺漫画大賞作品展3/1～6/20

天草四郎陣中旗公開展示5/1
～5/7 有料

無料

有料
天草四郎陣中旗
公開展示

8/1
～8/7

ギガタウン フロム テラタウン
―こうの史代の世界― 7/3～9/26 通常

料金

特集展示「山江村の文化財」5月～6月

4/28～5/31

7/14～8/30

入館料
のみ

無料

無料

企画展
「むかしの暮らし展」6月～7月 入館料

のみ

企画展「やまえのほとけ展」

天草四郎生誕400年記念事業
企画展「天草四郎屏風と北八代」

企画展「教会のある風景 ～川上謙二の世界～」

9月～11月入館料
のみ

９/末
～1/末

企画展「文房具と香炉」（驥斎展示室）
／「煎茶の道具」（第二展示室）

入館料
のみ

県南

Map
D-1

合志市歴史資料館
合志市福原2922
☎096-248-5555
開館時間／9：00～16：30
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始（12月28日～1月4日まで）
入館料／無料

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（祝日の場合は翌日）
　　　　年末年始（12/25～1/4）
　　　　※公園内は年中散策できます
入館料／無料

Map
C-2

熊本県立装飾古墳館
山鹿市鹿央町岩原3085
☎0968-36-2151
開館時間／9：30～17：15
　　　　 （入館は16：45まで）
　　　　　
休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）

入館料／大　人　430円（300円）
　　　　大学生　260円（180円）
　　　　高校生以下　無料
　　　　※（　）は20人以上団体料金

Map
D-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／火曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　  年末年始（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

湯前まんが美術館
球磨郡湯前町183-１
☎0966-43-2050
開館時間／9：30～17：00
　　　　　休館日／展示替え期間

入館料／一　般　300円
　　　　小中学生100円
            （団体割引あり）

Map
C-4

一般財団法人 松井文庫驥斎
八代市北の丸町3-15
☎0965-33-0171 
開館時間／9：00～17：00（入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　お盆、年末年始
入館料／一　般　    500円　 
　　　　中学生以下 250円

Map
C-4

八代市立博物館未来の森ミュージアム
八代市西松江城町12-35
☎0965-34-5555 
開館時間／9：00～17：00（入館16：30まで）
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　年末年始、その他臨時休館
入館料／一　般　310円（団体 240円）
　　　　高大生　200円（団体 160円）

Map
A-4

5/1～5/5
描こうぜ！鞠智城スケッチ大会
10:00～16:45

一部
必要

５/4、５/5
古墳館へ５・５・GO！
10:00～16:00

500円

7/31
ベンガラ染めのハンカチづくり
10:00～12:30

1,200円

9/11
古代絵画教室
9:30～12:30　小学生以上

500円

7/10
琥珀勾玉づくり
10:00～12:00
13:30～15:30

無料

５/2

9/1～1/31

GW特別イベントみんなおいでよ鞠智城
10:00～15:30

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

展
示
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

山鹿市立博物館
山鹿市鍋田2085
☎0968-43-1145
開館時間／9:00から17:00まで
　　　　（入館は16:30まで）
　　　　　休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　年末年始
入館料／一般・大学生　270円
　　　　高校生以下　　　70円
　　　（山鹿市内の小中学生は無料）

Map
C-1　

鞠智城フォトコンテスト

小学生以上

500円

5/29
管玉づくり
10:00～12:30
小学校４年生以上

無料



新幹線

高速道路

長洲町

嘉島町

津奈木町

菊陽町

山鹿市

南関町

玉名市

熊本市

荒尾市

和水町

あさぎり町

上天草市

多良木町

苓北町

玉東町

産山村

菊池市

阿蘇市

高森町南阿蘇村

山都町

八代市

天草市

南小国町

小国町

合志市 大津町

西原村

御船町

甲佐町

美里町

五木村

水上村

湯前町

芦北町

水俣市

球磨村

人吉市

山江村

相良村

錦町

宇土市

宇城市

益城町
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2021 

Spring / Summer

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。

春・夏

Vol.
4

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
　　熊本県立美術館
　　湯前まんが美術館
　　山鹿市立博物館
コレクション紹介
　　合志市歴史資料館
博物館のお仕事
　　熊本市塚原歴史民俗資料館
美術館・博物館紹介
　　四賢婦人記念館
　　新聞博物館
展示イベントのご案内

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 2021年3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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A B C D E
 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新聞博物館

❼肥後の里山ギャラリー

❽島田美術館
❾熊本市塚原歴史民俗資料館
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

A四賢婦人記念館

玉名市立歴史博物館こころピア

熊本県立装飾古墳館

県北

歴史公園鞠智城・温故創生館
山鹿市立博物館
合志市歴史資料館
坂本善三美術館

八代市立博物館未来の森ミュージアム

松井文庫驥斎

県南

湯前まんが美術館



山江村歴史民俗資料館
天草キリシタン館

MuseMuseMuse
熊本県博物館情報誌

ミューズミューズ

くまもとくまもと

ミューズ

くまもと


