
No 行　　　　事　　　　名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1
世界遺産登録1周年記念特別展「天草一族
とアルメイダ－天草キリシタンの起点　河内
浦－」

8月1日(木)～11月
10日（日）

9時00分～17
時00分

﨑津資料館みなと屋（天草市河浦町﨑津
463）

天草市観光文化部文化課
0969－32－6784

https://www.city.amakusa.ku
mamoto.jp/sakitsu-
sekai/default.html.

入館・観覧無料

2
令和元年度人吉城歴史館企画展「人吉城
石垣普請と復旧」

9月27日（金）～12
月8日（日）

9:00～17:00
人吉城歴史館特別展示室
（人吉市麓町１８－４）

人吉市教育委員会歴史文化課
（0966-22-2324）

https://www.city.hitoyoshi.lg
.jp

通常入館料200円で観覧可能
（高校生以下無料）入館時間は
16:30まで

3
企画展「日本からシンガポールへ―宮崎兄
弟と孫文と辛亥革命―」

9月3日（火）～3月
1日（日）

9：30～17：00
宮崎兄弟資料館
（荒尾市荒尾949番地1）

荒尾市政策企画課
（0968-63-1274）

http://www.city.arao.lg.jp/q/
list/394.html

小・中学生　100円
一般　210円

4
山江村制施行130周年・歴史民俗資料館開
館20周年記念　企画展「やまえのほとけ展」

9月13日(金)～11
月15日(金)

10：00～17：00
山江村歴史民俗資料館（熊本県球磨郡
山江村山田甲1360）

0966-23-3665
http://yamaeshiryoukan.jimd
o.com

入館料：200円　月曜日休館

5

令和元年度天草市立本渡歴史民俗資料館
秋期特別展　棚底城跡国指定史跡10周年・
天正の天草合戦430周年記念「天草の戦国
時代」

10月19日(土)～12
月28日(土)

8時30分～17
時00分

天草市立本渡歴史民俗資料館（天草市
今釜新町3706）

天草市立本渡歴史民俗資料館
0969－23－5353

http://rekimin.amakusa.web.j
p

入館・観覧無料

6 鞠智城の日 10月20日(日) 9:30～16:00
鞠智城跡
（熊本県山鹿市菊鹿町米原443－1）

歴史公園鞠智城・温故創生館
（０９６８－４８－３１７８）

http://www.kofunkan.pref.ku
mamoto.jp/kikuchijo/

入場無料

7 徳冨蘆花顕彰講演会 10月25日（金） 13：30～15：10
水俣市公民館
（水俣市浜町2丁目10番26号）

水俣市教育委員会生涯学習課
（0966-61-1639）

8
秋季特別展覧会「もののふと茶の湯―利休
から織部・忠興・康之へ―」

10月25日(金)～12
月1日(日)

9：00～17：00
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）

八代市立博物館未来の森ミュー
ジアム（0965-34-5555）

http://www.city.yatsushiro.k
umamoto.jp

11月3日は無料開放

9 熊本県内装飾古墳一斉公開-秋- 10月26日（土） 10:00～16:00
県内装飾古墳（その内、山鹿市、嘉島
町、宇城市、和水町、八代市）

熊本県立装飾古墳館
（0968-36-2151）

http://www.kofunkan.pref.ku
mamoto.jp/

玉名市、山鹿市、和水町、嘉島
町、宇城市、八代市、人吉市、
錦町と共同開催

10 鹿北茶山唄全国大会 10月27日(日) 8：30～17：00 鹿北体育センター（山鹿市鹿北町） 0968-32-3111

11 熊本県内装飾古墳一斉公開-秋- 10月27日(日) 10:00～16:00
県内装飾古墳（その内、玉名市、人吉
市、錦町）

熊本県立装飾古墳館
（0968-36-2151）

http://www.kofunkan.pref.ku
mamoto.jp/

玉名市、山鹿市、和水町、嘉島
町、宇城市、八代市、人吉市、
錦町と共同開催

12 福祉と文化のつどい 10月27日(日) 9:00～15:00 水上村民体育館
水上村教育委員会（0966-44-
0333）

入場料無料

13
令和元年度秋季特別展「追憶の熊本～画
家・甲斐青萍が描いた熊本城下の記
憶～」

10月5日(土)～11
月24日(日)

9:00～17：00
熊本博物館
(熊本市中央区古京町3-2)

同左
096-324-3500

https://kumamoto-city-
museum.jp/

一般500(400)円、高大生
400(300)円、小中学生300(200)
円
( )内は30名以上の団体料金。

14 鞠智城シンポジウム 10月6日(日) 10:00～17:30
龍谷大学響都ホール
（京都市南区東九条西山王町31）

歴史公園鞠智城・温故創生館
（０９６８－４８－３１７８）

http://www.kofunkan.pref.ku
mamoto.jp/kikuchijo/

入場無料（事前申込要）

15 第53回蘇峰筆塚顕彰書道展
11月16日(土)～
18日(月)

9：00～17：00
18日のみ9：00
～13：00

水俣市総合もやい直しセンター3階
（水俣市牧ノ内3番1号）

公益財団法人水俣市振興公社
（0966-62-3504）

16 文化歴史公演会 11月17日(日) 13：30～15：00 山鹿市立博物館 0968-43-1145

17 天草四郎陣中旗展示公開
11月1日(金)～11
月7日(木)

8時30分～17
時00分

天草市立天草キリシタン館（天草市船之
尾町19－52）

天草市立天草キリシタン館
0969－22－3845

https://www.city.amakusa.ku
mamoto.jp/kirishitan/

観覧料　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）

18 玉名市立歴史博物館無料開放
11月1日（金）～7
日（木）

9:30～17:00
熊本県玉名市岩崎117　玉名市立歴史博
物館こころピア

0968-74-3989
https://www.city.tamana.lg.j
p/q/list/455.html

入館無料、11/5(火)休館

19
西南戦争遺跡めぐりウォーキング（ＪＲ九州
ウォーキング）

11月24日(日) 8：30～15：00
スタート：ＪＲ田原坂駅
ゴール：ＪＲ木葉駅

0968-85-3609 https:seinansensou.jp 参加無料

20 歩こうぜ！鞠智城！ 11月24日(日) 10:00～12:00
鞠智城跡
（熊本県山鹿市菊鹿町米原443－1）

歴史公園鞠智城・温故創生館
（０９６８－４８－３１７８）

http://www.kofunkan.pref.ku
mamoto.jp/kikuchijo/

入場無料（事前申込要）
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21 第13回玉名市神楽フェスティバル 11月2日（土） 17:30～21:00 玉名市立願寺759　立願寺公園
玉名市教育委員会文化課
0968-75-1136

https://www.city.tamana.lg.j
p/q/aview/323/11176.html

観覧無料

22 第13回蘇峰先生顕彰会 11月2日（土） 10:00～
徳富蘇峰・蘆花生家
（水俣市浜町2丁目6番5号）

水俣市蘇峰会・水俣市教育委員
会（0966-61-1639）

23 万田坑デジタル掛軸2019
11月2日(土)～
11月3日(日・祝)

日没～21：00
万田坑
（荒尾市原万田200番地2）

荒尾市政策企画課
（0968-63-1274）

http://www.city.arao.lg.jp/q/
list/385.html

開催時間中は入場無料

24
天草長崎キリシタン遺跡写真展「長崎生月
島の潜伏キリシタン」

11月2日(土)～2月
2日(日)

8時30分～17
時00分

天草市立天草コレジヨ館（天草市河浦町
白木河内175-13）

天草市立天草コレジヨ館
0969－76－0388

観覧料　大人200円、高校生150
円、小中学生100円（団体20名
以上は2割引）

25
天草長崎キリシタン遺跡写真展「長崎五島
の潜伏キリシタン」

11月2日(土)～2月
2日(日)

8時30分～17
時00分

天草市立天草ロザリオ館（天草市天草町
大江1749）

天草市立天草ロザリオ館
0969－42－5259

http://hp.amakusa-
web.jp/a0784/MyHp/Pub/

観覧料　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）

26
令和元年度　第34回　八代市文化祭
舞台部門

11月2日(土)～3日
(日・祝)

2日　12：30～
3日　10：00～

やつしろハーモニーホール
（八代市新町5番20号）

八代市文化振興課
（0965-33-4533）

3日に民俗芸能披露

27 南関御茶屋跡「菊花・バラ展」
11月2日（土）～4
日（月）

10:00～16:00
国史跡豊前街道南関御茶屋跡
（南関町関町1141－2）

南関御茶屋跡
（0968‐53‐0859）

http://ochaya.seesaa.net/
高校生以上：200円
小・中学生：100円

28 わくわく歴史探検 11月3日(日・祝)
8時30分～10
時30分

天草市立天草キリシタン館（天草市船之
尾町19－52）

天草市立天草キリシタン館
0969－22－3845

https://www.city.amakusa.ku
mamoto.jp/kirishitan/

参加無料

29
近代化産業遺産一斉公開　炭鉱（やま）の
祭典2019

11月3日（日・祝） 10：00～16：00
万田坑、専用鉄道敷跡
（荒尾市原万田200番地2）

荒尾市政策企画課
（0968-63-1274）

http://www.city.arao.lg.jp/q/
list/385.html

当日のみ無料開放

30 万田坑フェスタ2019 11月3日（日・祝） 11：00～19：00
万田坑
（荒尾市原万田200番地2）

荒尾市政策企画課
（0968-63-1274）

http://www.city.arao.lg.jp/q/
list/385.html

当日は入場無料

31
国指定史跡棚底城跡指定10周年記念シン
ポジウム

11月9日(土)
13時30分～16
時30分

天草市民センター（天草市東町3番）
天草市観光文化部文化課
0969－32－6784

https://www.city.amakusa.ku
mamoto.jp

参加無料・申込不要

32 玉東フットパス開発講座　原倉コース 12月1日(日) 9：00～11：00
集合場所：史跡西南戦争遺跡　半高山公
園入口（玉名郡玉東町原倉1111-32）

0968-85-3609 https:seinansensou.jp 要申込み、参加料500円


