
★熊本城関係
湧々座は、とても楽しみにしていました。良かった点は、かごの中に乗ったら、馬に乗った姿を写真にとれたこ
とでした。しかし、例えば、駕籠は、参勤交代の様子が映像で流れていたりしたら、もっと楽しいと思います。そ
の中に馬がいたり、武士がいたりしても良いのでは。楽しみにしています。

熊本城を今回の旅行でとても楽しみにしていたので、熊本城のボランティアガイドさんにお話を聞きながら、城
の周りや本丸御殿を見学することができたので、自分達だけではわからなかったことを知ることができてとても
勉強になりました。とても素敵なお城だったので、次回はもっと時間をかけて見て回りたいです。ボランティアガ
イドさん、ありがとうございました。8/14に8名でお世話になりました。

今回は、孫を連れての旅行だったので、行き先が限られていた。花童は大変良かった。くまモンと一緒に頑
張って欲しいと思います。

桜の馬場城彩苑等、子供達が大変楽しく遊べました。

熊本城でガイドをお願いしたら、個人では分からない事も非常に良く分かり勉強になりました。もっと歴史に触
れやすいと良いと思います(せっかく有名な城や人物もいるので)。

熊本には初めて来ました。思っていた以上に熊本城が立派でびっくりしました。また、街中がとてもきれいで歩
いていても気分が良かったです。外国の方(旅行者)が多いのにもびっくりしました。また、熊本城の近くにある
湧々座では本当に大人でありながら楽しい時間を過ごすことができました。子供連れで来た場合でも、子供も
楽しめるのでとても良いと思います。湧々座の方にはとても親切にしていただき、嬉しかったです。街中のバス
の運転手さんもとても安全・親切と感心しました。また、ゆるりと行きたいです。

阿蘇のホテルの方の対応がとても良く、施設の古さをマンパワーでよく補われているなと感じましたが、熊本城
での行き届いたサービスには、他の観光地にはないものを感じ、更に満足な旅行となりました。具体的には、
シャトルバスのサービスやボランティアガイドの方の説明がとても有り難かったです。なかなか難しいのだと思
いますが、ハイシーズンなので、熊本城でもくまモンが見られると良かったと思いました。

熊本には何度か来県したことはありますが、熊本城は初めてでした。子供の絵日記の為に撮った写真がすごく
綺麗で子供は大喜びでした。外国人(韓国・中国人)がすごく多いなと感じました。食べ物は、熊本ラーメンしか
食べれなかったので、すごく残念でした。また是非行ってみたいです。路面電車がある事に子供がすごく驚い
ていました。

熊本城ボランティアガイドさんにはお世話になり、勉強させてもらいました。１日フリーパスがもっと割引のきく
店が多いとよいと思った。細川邸の案内はあまり親切でなかった。

熊本城の無料ボランティアガイドの方が良かったです。普通なら見過ごしてしまうようなところの解説が聞けた
り、撮影のベストポイントを教えていただいたりと、とても充実した観光となりました。南阿蘇では、トロッコは景
色が素晴らしく楽しめたのですが、電車(鉄道)の本数が少なく感じました。普段は利用者が少ないにしても、夏
休みなど長期休みシーズンだけでも本数を増やしてはどうかと思いました。事情も知らず勝手な意見ですね。
今度は天草を訪れたいです。

熊本城周辺でのガイドさんが多く感心しました。次回はもう少しゆっくり来たいです。

観光地巡り等、フリー乗車券があり便利でよかったです。熊本城では、ボランティアさん方の説明をいただき、
わかりやすく喜びました。

下調べ不足だったので仕方ないのですが・・・一口城主になるのが目的の一つで立ち寄りましたが、表門以外
から入場したので、申込みが最後になってしまい、城内で特典が受けられず、ちょっと残念でした。湧々座すご
く良かったです。もっと宣伝したら良いですよ。地元の方も知らなかったですよ。もったいないです。

初めての熊本城であり、ボランティアガイドさんのおかげで熊本城をめぐる歴史について大変学ぶことができま
した。今回は時間が少なく熊本城以外をゆっくりと出来ず、是非もう一度家族で来たいです。ボランティアガイド
さん、楽しく学ばせてもらいありがとうございました。

観光地が綺麗に整備されている印象をもちました。予想よりも移動・行動時間がスムーズで期待以上でした。
熊本城を観光の目玉にしていたのですが、ボランティアガイドさんから丁寧なお話を伺えて大満足でした。あり
がとうございました。沢山の土産話を持って帰ることができました。馬刺しを食べ損ねたのが残念ですが・・・。
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熊本城を訪れるにあたり、ボランティアガイドをお願いしました。2時間半以上をかけて案内して下さり、その豊
富な知識・楽しいお話に時間を忘れるほど楽しく充実した一時を過ごすことができました。熊本を愛する気持ち
も伝わり、感激しました。20数年振りの熊本をたっぷり堪能できたのも、ガイドの方のおかげだと思っておりま
す。ありがとうございました。

熊本城おもてなし武将隊、おもしろい趣向ですね。楽しかったです。城彩苑でいただいただご汁が、あまり美味
しくなくて残念でした。だご汁大好きなので、美味しいものを出して欲しいです。

フェリーで別府～志布志への九州横断旅行の観光地として、阿蘇・熊本を宿泊を兼ねて選択しました。残念な
がら、天候が悪く阿蘇山周辺の観光は断念せざるを得ませんでしたが、熊本市内では、中学1年の息子の歴
史の人物に触れる体験として熊本城を見学しました。ボランティアガイドさんに詳しく説明いただき、親も古い記
憶を蘇られたり、新しい情報に興味深く楽しく見学できました。

研究大会の参加ということで、天草や他の地域への観光はあきらめました。しかし、熊本城には以前から訪ね
たい気持ちが強かったので、到着してすぐに行きました。大変素晴らしく本丸御膳もいただき満喫しました。最
終日にも、もう一度行きました。理由は、櫓に上り忘れたので、このまま帰っては後悔すると思い、再び熊本城
へ。ガイドの方々にも色々なお話を聞くことができて良かったです。馬刺し、辛子蓮根も大変美味しく、家族にも
クール便で送りました。物産館の対応(送付の梱包)や、各お土産施設の方々の対応、ガイドの方々の対応も
非常に良く、"おもてなし"の心がとても高いと感じました。また、熊本に来ます。そして、増設される熊本城や、
天草の寺へも足をのばし、満喫したいと思います。本当に熊本の皆さん、ありがとうございました。

熊本城でガイドをしてもらいました。女性の方でお名前を忘れましたが、後期高齢者になっていると言われてい
ましたが、とても分かりやすく説明をして下さり、とても良かったです。ガイドさんと接して私も元気になりました。
ありがとうございました。8/7入場です。暑い暑い日でしたが、きめ細かく配慮して下さいました。ガイドさんもお
疲れ様でした。

熊本城にて、無料でガイドをして頂きました。私達家族についてくれたガイドさんは女性でとても感じが良く楽し
い1時間を過ごせました。夏休みの暑い日のガイド、本当に大変だったと思います。ありがとうございました。ま
た近いうちに遊びに行きます。家族皆、熊本大好きです(*^_^*)　くまモンもかわいい(*^_^*)。

熊本城に初めて行きました。前日にネットで見ると「無料案内」をしてくださるということでお願いしました。とても
丁寧に教えていただき、個人で見るのとは違った印象で見ることができました。暑い中、大変なこともあると思
いますが、是非続けていって欲しいです。次回行く時にも、お世話になりたいです。ありがとうございました。

熊本城本当にきれいでした。中２の城好きな息子が、猛暑日だったにもかかわらず、積極的に歩き回って見学
していたのが印象的でした。昨年は阿蘇周辺メインでした(１泊２日)が、今年は３泊して白川水源、菊池渓谷、
阿蘇山周辺をめぐり、３日目に熊本城をじっくり巡りました。フリーパス、観光案内所(桜の馬場～)、パンフレッ
ト、旅行中の情報集めもばっちりでとても良かったです。自然も満喫できました。

今回は、博多３泊４日の旅の１日を熊本に充てて訪れました。以前から熊本城を見たかったので、念願叶って
嬉しかったです。充実してて満足です。時間の制約もあったのと、事前に下調べをあまりする時間が無かった
ので、絶対に行きたかった熊本城とくまモンスクエアと郵便局を巡った後に、どこに行こうか迷ってしまいまし
た。個人的には城下町？この風情が残る町並み？がいいなと思いましたが、連れが乗り気でなかったので、
有名な水前寺公園に行きました。私は旅先で記念スタンプを押すのが好きなので、各名所に設置して頂けた
り、もしくは無理のない程度で巡れるスタンプラリー等を開催してると嬉しいし楽しく観光できます。

今回は学会に出席の為の旅行でした。時間がなく事前の下調べもほとんどせず、時間があれば熊本城くらい
は見たいと思っていました。熊本市は思っていた以上に大きな都市で驚きました。熊本城は再建ということです
が、とても素晴らしいと思いました。弘前にも弘前城がありますが、公園の規模は同等としてもお城のスケール
は全く違いました。東北から九州というのは、かなり大がかりな旅行のイメージがあり、なかなか来れません
が、熊本は素晴らしいと思いました。ただ、お城に次ぐものが、自然景観のような気がしましたので、レジャー
面でもっと魅力があれば子供連れでもいいと思います。水前寺公園も美的に素晴らしかったです。

今回は、熊本に住んでいる娘家族とトーマスのミュージカルを見るため、夫と２人で鹿児島から車でやってきま
した。熊本城へ入館し、楽しく見学できました。次は古民家のカフェをまわりたいです。

初めて訪れた熊本と桜の馬場城彩苑だったが、子供も楽しめ一日を有意義に過ごせた。

ＳＬ人吉に乗る目的の旅の途中に寄りました。熊本城は素晴らしかったですが、荷物が多かったので、城に上
る近くにロッカーがあると便利だと思いました。桜の馬場は、当日、行くことを決めましたが、施設も綺麗で赤
ちゃん連れにはおススメの観光場所でした。授乳室は助かりました。

阿蘇の雄大な風景は解放感があり良かったです。熊本城のボランティアガイドの方は良く勉強されており、説
明も明解でとても良かったです。



熊本城周辺は緑が美しく、施設に清潔感があり良かったです。

久しぶりに天草から市内叔母宅に泊まってお城を子供に見せた。無料ボランティア案内の方が本当に親切
に、時間に限りがあるのでその際は、ショートカットなど、臨機応変に対応して下さり、熊本城に来てよかった。
また、時間を作ってゆっくり見たいと思った。神奈川の姪も同行したが、他の甥っ子にも見せてあげたい、話を
聞かせてあげたいと思う。とても分りやすい話で、本当に熊本城が大好きになりました。他地域も観光ボラン
ティアの方がいると、詳しく熊本の魅力、歴史、文化が分って、より一層楽しめる旅になると思う。熊本の良い
所をもっともっと発信して欲しいです。天草への交通の便を良くして、天草の良さも伝えて下さい。

熊本城へ初めて訪問しましたが、さすが三大名城の1つで風格があり、非常に良かった。今回たまたま知った
「もてなす券」を活用させていただき、嬉しく訪問致しました。予算枠があると思いますが、今後も期待していま
す（もう少し使い勝手が良いように工夫）。

熊本城の行事に元気が感じれて良かった。宇土櫓が傷んでおり、今後が心配。外国の方の受入（文化の違い
で熊本の良さがそこなわれないように願う）。

★水前寺成趣園関係
大変楽しく過ごせました。ありがとうございました。

何回か訪れるチャンスはあったものの、子供がまだ小さい為、季節を選んでいましたが、今回、時間も少し余
裕があり、「夏はどうかな？」と思いつつ、水前寺公園に行けました。想像していたのは、ただただ広い公園を
イメージしていたのが違っていて、とても良かったです。また、主人は、ばったりと大学時代の友人と出会う事
が出来たのも、思い出になりました。

★くまモン関係
自然と歴史がきちんと守られていて、すごく良かったです。くまモンも可愛かった。

くまモンに会いたくて、くまモンスクエアに行ったが、あいにく出演時間に合わなくて、とても残念でした。くまモン
は、とってもかわいいですね。くまモングッズを買って帰りました。また来ますが、是非、くまモンに会いたいです
(年甲斐もありませんが、ファンです。※50代男性)

くまモンスクエアに半年ぶりに行きました。前回行った時より、グッズやメニューも増えており、今後も新商品が
出るといいなと思いました。楽しかったです。

念願の熊本を訪れることができて楽しい思い出をつくることができました。九州新幹線に乗り降りると、ノスタル
ジックな素敵な熊本駅にまず感動しました。施設や観光名所には、"くまモン"のお出迎え。さすが、世界のくま
モンですネ。お土産にも喜ばれました。市電で街中を巡りましたが、所々で熊本城との素晴らしい景色を発見
したり、ご当地の食事も楽しむことができて充実していました。ぜひ、また別の季節に訪れてみたいと思ってい
ます。

くまモンスクエアが思っていた以上に楽しかったです。

くまモンスクエアは入場制限があり中に入れなくて残念でした。市内（街中）を回る時にベビーカーの貸し出し
が、色々なところにあるとありがたい。２泊３日だと、行きたい所すべてが回れずまたゆっくりと来たいと思いま
した。上通りと下通りはアーケードがあり雨でも助かりました。

くまモンに会いに来ましたが、時間上、本物のくまモンには会えませんでした・・・。後でもう一度、リベンジした
いです。

くまモンが目立ち、熊本の活性化に貢献し続けて頂きたいと思います。

息子がとにかく、くまモンの大ファンで京都でもくまモンに会えていましたが、本場くまモンがいる熊本、熊本の
温泉や食べ物、熊本城やくまモンスクエア等を見たいと言ったので、2月から予約をとり今回2泊3日の旅行を
終えました。とにかく、景色が良く食べ物も美味しくとても良かったです。また町の至る所にくまモン像やパネ
ル、ポスター等があり、子供達は大変喜んでいました。どこに行っても、くまモンに会えるのが、最高でした。馬
肉は予想以上に美味しく温泉も人々もとても親切で良かったです。ホテルは、くまモンルームがあるホテルにし
ましたが、こちらも大満足でまた泊まりたいと思いました。ただ、残念だったのが、どの施設や場所に行っても
施設の駐車場が無く、レンタカー代の他に駐車料金がかかるのが少し大変でした。こちらがクリアになればよ
り利用しやすいのと、お店の閉店時間がもう少し遅いと買い物がしやすいと思いました。時間が少なく阿蘇の
商品券を買ったものの使い切る事が閉店時間が早くできなかったので。



★阿蘇関係
大観峰のパノラマに感動しました。今回、父母子供らと来ましたが、見る所が沢山あり新鮮でした。また次にも
是非来たい場所の一つになりました。くまモンの畳があるのにもビックリです。

黒川温泉はまた訪れたいです。阿蘇の雄大さに感動しました。

阿蘇と言えば噴火口と思っていたが、大観峰に初めて行ってみたら、とても眺めが良く満足した。また、ラピュ
タの道？なるスポットからの眺めも最高で是非この２カ所にはまた行きたいし、人にも自信を持って勧めたいと
思う。また、くまモンスクエアでは、我々大人に対してもくまモンが写真撮影に応じてくれたり、スタッフの人の対
応や説明がとても親切で良かった。くまモンのサービス精神には感動した。景色も重要だが、やはりスタッフ他
の人の対応で旅の良し悪しが決まってくると思うので、是非今回のような気持ちの良い対応を続けて欲しい。

天気が悪く阿蘇山観光が出来ず残念でした。街中が綺麗でした。

阿蘇の雄大さに驚きました。快晴の日にまた行きたいです。

★天草関係
以前より、パールラインに憧れを抱いておりました。ネットで「くまもと風土」より、ミカンを注文してはその味わい
に思いを強くしてきました。とても美味しくいただいています。今夏、天草と熊本を訪ねて最高の思い出となりま
した。天草の有明海に浮かぶ島々の景色に穏やかさの中に印象派の絵画のような佇まい、松島乙女の湯に
は癒されました。ホテル竜宮の食事も食材(地産地消)と献立がよく工夫されておりました。天草四郎の生涯や
三角西港にも触れる事ができました。熊本城の守りを大切にした工夫ある姿には、春に訪れた姫路城以上の
迫力を感じ圧倒されました。夜のライトアップもホテルから美しく眺められ、祭り前日の街の活気を元気に変え
られました。また、空港も大変整備されており、近ければすぐに訪ねたいと思います。出かける前に島原と熊本
の観光協会より資料をいただき感謝でした。

今回も楽しい３日間を過ごさせて頂きました。ありがとうございます。宿泊施設でフロント・仲居さんが共に外国
の方でカタコトの日本語では料理の追加が頼みづらく、天草に来たのに少し残念に思ってしまいました・・・。来
年も熊本と今のところ思っているんですが、くまモン好きの我が家にとって、くまモン隊のベテランお姉さん達が
いなくなってしまうと１番の訪問理由がなくなってしまう・・・悲しい。

★人吉・球磨関係
球泉洞は、ガイドブックでは「リフトに乗ってアクセス」となっていたが、リフトは無かった。探検コースにしようか
迷ったが、案内ポスターを見て、無理(困難)と思ってやめた。後で別のポスターを見て、やはり申込んでみてお
けばよかった。

★宿泊施設関係
天気も良く(暑かったけど)観光地もホテルも充分満足できるものでした。

熊本は水がキレイでとても良いです。ホテルや街からお城が見れて素晴らしいですね。街もきれいで楽しい旅
行でした。

宿泊したホテルでは、チェックアウト後も荷物を預かって下さって(預かってもらえますか？と聞くと、それは全然
大丈夫です。いつでも心配しないで下さいと言われました)、大変助かりました。そして、とても丁寧だと感じまし
た。郵便局から荷物を送ったのですが、そこの職員の方も丁寧に説明してくれて、とても気持ち良かったです。
人の温かさが感じられる熊本県だと思いました。来るたび、温泉・阿蘇と目的が変わって、今回は市内中心で
したが、いつもより人の温かさに触れられた気がします。４回目ですが、くまモンにはまだ会えていないので、ま
た来たいと思います(笑)。ありがとうございました。

ホテルの方の案内がとても詳しく親切で、目的地までスムーズに行くことができました。

親戚の御見舞を目的にしていたので、観光目的でなく、回答がおかしいところがあると思います。アレルギー
のある子供が同伴していました。担当してくださった方がメニューを紙に書いて用意して下さり、とても助かりま
した。ありがとうございました。

朝食バイキングが充実していて良かった。掃除がキチンとゆき届いていた。

ホテルで久しぶりにぐっすり家族全員眠れ、朝ゆっくりバイキングをいただいた。

ホテルの人の対応がとても気持ちよかったです。



毎回、同じホテルでお世話になっております。私が特に気になるのがお部屋の掃除です。いつもきれいで安心
して泊まれますので、他のホテルは行く気がしません。以前はいろいろ泊まりましたが…。熊本は良い所です。
頑張ってお掃除をしてください。大変大事なことだと思いますので。

ホテル方に、とても親切にしていただき助かりました。

熊本城はとても美しく、感動しました。一日目は天草に行ったのですが大自然がいっぱいでした。しかし、ホテ
ルにプール等がなかったので、海とプールがあると尚良いと思います。ホテルのそばは海だけなので。天草を
リゾート地にするなら、長崎や沖縄、和歌山のように、海とプールが一緒にある、ホテルがあると良いと思いま
す。

熊本へは、子供が小さい時からよく行っており、いつも美味しい食事とゆっくりできる宿泊施設でのんびりさせ
て頂いてます。これからも、日帰りなどでも行きたいと思います。

ホテルが良かった。

くまモンの部屋、とーっても可愛かった。おばあちゃんの地元だけど、自分の故郷の様に思える、そんな熊本が
好きです。

くまモンルームが可愛くてすごく良かった。ホテルの方の対応も良かったけど、駐車場代が近くのコインパーキ
ングより高いイメージがあって、少し残念。

地域振興券で、山鹿に宿泊した時の残りの振興券を利用して、大好きなくまモンの部屋に泊まることにしまし
た。お部屋にたくさんのくまモンがいて、嬉しかったです。シティホテルで、このような楽しいホテルに泊まれる
のは、熊本ならではで、良い思い出が出来ました。上通り、下通りをゆっくり歩くことができたり、オクトーパー
フェストに行けたりして、いつも行く熊本市内より満喫できました。

★食関係
食事がとても美味しくて、「あか牛」また食べたいです!景色もとても綺麗でつかの間でしたが仕事の癒しになり
また。

食事が良かった。

馬肉料理、タイピーエンの食事代が量・質の割には料金が高かった。

市役所に立ち寄ってみました。ゆったりしていて椅子も多く綺麗でした。歩き疲れたので休憩しました。自販機
が見つけられなくてちょっと残念。暑かったけど、昼食をとったお店の方もとってもいい笑顔でおもてなし。日替
わりの唐揚げ定食（ご飯大盛りＯＫ）できたてで美味しかった。「麺」もちょっと変わってて韓国の冷麺風で良
かった。また、食べたい。電車が移動にとても便利で分りやすかった。

食べ物が非常においしくて満足でした。熊本城も迫力がありました。

何を食べてもおいしくて感激です。

熊本は馬の肉がおいしいのですが、あまり好きでない人もいます。どこの店に行っても馬肉が中心でした。もう
少し、食べれない人のこと考えて頂くとありがたいです。店を選ぶのに苦労しました。

馬肉を楽しみに行ったのですが、入ったお店がイマイチで、すごく残念でした。ホテルでは、ゆっくりお湯をため
てリラックスできたのは、嬉しかったです。

★交通関係
高速から熊本市内に入る道路、県道・市道のわきの草が刈り取られていないのが、景観として整備されていた
らと思いました。

以前、訪問した時より、交通網が便利になっていて、街もきれいになっていて、便利になったなあと感じました。

熊本城、水前寺公園の案内標識が不充分だったように思えます。仕方ありませんが、市内の渋滞が激しすぎ
る。バイパス等の計画はありますか？１年以内は難しいですが、また熊本には行きたいと思います。

電車がとてもいい。安くて移動に便利だった。

九州新幹線が開通して、関西から気軽に行けるようになったと思います。今回は、悪天候で三角線が運休した
為、天草の方へは行けず残念でしたが、熊本市内をゆっくり観光できました。

熊本城が見事だった。車が移動手段だったが、市内の交通量が多く大変だった。

「Ａ列車で行こう！」に乗ることができ、思ったよりも豪華な車輌に大満足です。家族・友人にもすすめたいと思
います。



交通（車）渋滞及び交通マナーが（東京都心より）ひどい。信号のタイミングを見直すべき。交通事故がいつ発
生してもおかしくない。今まで訪れた町で最悪。

熊本駅で休憩するカフェが欲しい。レストランも種類が少ない。

車の移動に時間がかかった（移動距離が長かった）。行きたかった施設が17時に終わってしまい行けなかった
のが残念だった（16時55分に到着した）。でも、全体的には楽しかった。機会があれば、また来たいです。

新婚旅行で、熊本⇒高千穂⇒阿蘇⇒由布院の1泊目として訪れました。レンタカーで訪れましたが、道が分か
りづらいと感じました。食事も美味しく、熊本城は重圧感があり、歴史を感じることができ、入城料も安く、とても
思い出に残るものとなりました。馬刺し＆あか牛、美味しかったです！

★人関係
今回は、友人の結婚式に参加だったので、あまり観光は出来ませんでしたが、電車や市電、また住んでおられ
る方達がとても優しく、道案内をして頂きました。熊本県民の温かさが感じられる旅でした。また近々、友人と
行ってない場所へ行きたいと思います。

とても気持ちよく旅行を楽しめました。熊本は人の温かさがあり、とても好きです。少々気が早い方もいます
が、人情深い所です。また来ます。天草へ飛行機でと考えています。ありがとうございました。城彩苑は、職員
の対応が良かった。天草のイルカウォチングの船頭がすばらしい。

★その他
滞在中、熊本の色々な所に行きました。それぞれ楽しい事があり、思い出深い旅行になりました。

私は初めて熊本を訪れました。彼は熊本出身で、将来は熊本で生活を考えているので、私にその熊本の良さ
を伝えたかったそうです。初日は大雨で、阿蘇の絶景は見ることが出来ませんでしたが、それでも自然の素晴
らしさを肌で感じ、行った先での人の優しさを感じ、とても満足のいく3日間でした。お盆の時期で天草は上天草
までしか行けなかったので、次回は下天草まで足をのばそうと思います。

どこへ行ってもゴミが少なくきれいでした。特に白川水源、水前寺公園、熊本城。いろいろな所へ行きますが、
非常に重要なポイントとして感じています。広島はダメ。

本当、九州(特に熊本)は、最高です。

熊本は水と緑がとてもよい。

ガイドブックやHPだと大まかな部分しかわからないので、それぞれの地域でのパンフレットやフリーペーパーが
一番役に立ちます。一部取り寄せたものもありますが、実際、現地に来てみると、地元の地図等を見て、他に
もたくさん行きたいところが増えました。HPもどんどん細かい地域や施設にリンクできたり、わかりやすい地図
を載せるなどしてあれば、もっとわかりやすいかなと思います。東京の新宿歴史博物館で、清和文楽を見て、
この施設があるのを知ったり、ここで熊本のパンフレットをいくつかもらったりして、情報が増えたので、県外で
もパンフレット等があるといいです。三角西港は、熊本の施設で紹介されて行きたくなり、その他、宇土あたりも
面白そうだなと思いました。まだまだ、よさそうなところがたくさんありそうなので、また来れると良いです。民族
芸能についても、色々詳しく紹介されるといいです。今回は山鹿灯篭がメインでした。

今回DramBe9Liveを観に３人で熊本に伺いました。同行者の１人が熊本で２年程働いていたので、思い出のお
店を探したのですが、センタープラザに入っていた雑貨店は見つけられず、街中にあったラーメン店も行ける距
離の店舗が閉まっていたり違うバージョンのメニューになっていて、唯一見つけるのが出来たのはカレー屋さ
んでした。思い出のお店以外では、ホットペッパーで見つけた居酒屋で馬刺しや熊本名物を頂きました。味は
美味しかったのですが、何故か500円多く請求されていた事を、後日気付いて少し残念でした。

熊本には正直嫌な思い出があったが、そうでもないと再確認できる旅だった。また行きたい。

観光地だけでなく、普通の街並みやお店が温かくほっとする感じがしました。入ってみたいお店もたくさんあり
ました。またゆっくり来たいです。

熊本がさらに好きになりました。

楽しかったです。また遊びに行きます。

この夏一番のイベントとして熊本を訪問しましたが、大変満足した旅行となりました。また機会があれば、訪れ
たいと思いました。



体験メニューが豊富。2つ楽しんで帰って来ました(からし蓮根体験、熊本のお酒体験)。

研修会があった為、熊本へ来ました。10年ぶりくらいだったと思います。今回は時間の合間で熊本城、馬刺し、
熊本ラーメンと熊本を目と舌で楽しませていただきました。滞在中、とても暑い日でしたが、有意義な日をすご
させていただきました。ありがとうございました。

今回は、通潤橋の放水を見に行くつもりでしたが、事前にバスの時刻表を確認した上、交通センターに行きま
した。でも、お盆のため、時刻表は土日ダイヤに変更して、結局行けませんでした。路線バスのためか、通潤
橋の放水時間に合わなくて、放水の日に観光バスがあるといいと思います。
草千里に行く日は、霧があって寒かったです。以前、草千里の写真を見て晴れて暑そうなイメージがありまし
た。もし、熊本市内で草千里の天気情報を知ることができればよかったと思います。残念でした。
熊本城は広くて、美しくて行って良かったと思います。天守閣の中のパネルは、解説がわかりやすくて良かった
です。くまモンちゃんも可愛くて街のあちこちで出会って、とても嬉しかったです。熊本市は、都市としてはその
特徴は曖昧だと思います。例えば、同じ九州の都市　鹿児島は、「明治維新の町」、「桜島のある町」、長崎は
「港町」「原爆を受けた町」など、新鮮な印象を観光客に与えたのです。熊本市では、熊本城がシンボルとして
存在しますが、町全体とのつながりやストーリーが欠けると思います。
北岡自然公園は、すごくいい所ですが、蚊がすごく多くて奥まで入れないほど、さっさと逃げ出しました。管理
のおじさんに虫除けスプレーを貸してもらって有り難かったです。
中華料理店の料理に満足でした。「太平燕」が美味しかったです。もっと宣伝した方がいいと思います。長崎
ちゃんぽんに負けないように。(関東にお住いの中国の方)

熊本は、初めてでしたが、街が綺麗でした。城下町の風景が良いです。くまモンには一度も会えませんでした。
くまモンが有名すぎてそれ以外のキャラが弱い気がします。馬刺しはとても美味しかったです。バスがたくさん
走っていましたが、採算が合うのか気になりました。市電は寒い、バスは暑いです。中華料理店の太平燕が美
味しかったです。街で見た全ての車が熊本ナンバーだったのがすごいです。他府県から車で来る人が少ない
のですか？走っているパトカーを見なかった。治安が良いのですか？

ホテルの方達や施設の方達など熊本の方達にとても親切にしていただき、熊本がとても好きになりました。ま
た自然の豊かなことに驚きました。

今回の旅行は、ゆったりと自然の中で過ごしたいという思いで熊本県に決めました。ドライブで天草まで向かう
と綺麗な海が広がる側を窓を開けて走ると入ってくる風がとても気持ち良く、それだけで日頃のストレスを解消
してくれている様な気がしました。ちょうど私達が熊本市街を観光した日は、商店街で子供を対象としたイベン
トをしていました。長い商店街を歩きながら、子供達が楽しそうにカブトムシを捕まえたり、逆バンジーをしてい
るのを見て、見ているこちらも楽しい気持ちになれました。熊本はとても温かいところで、とても好きになりまし
た。

ゆっくりと時間を過ごすことを楽しみに、今回、熊本県の旅行を決めました。着いた瞬間から自然に囲まれ、こ
れからの旅行を楽しみにさせてくれる風景が広がっていました。天草までのドライブは、海沿いを走りながら大
変気持ちが良く、天草の地元の人ともお話する機会があり、気さくに話しかけてくれる感じがとても印象が良く、
大好きになれました。料理は、天草大王や馬刺し、ラーメンなど美味しい物もたくさん食べることができ、満足い
く１泊２日になりました。今度は妻をつれて、熊本にもう一度行きたいと思います。

友達がいるので、楽しみにしていたが、台風が近づいていて天候が不安定だったので、次回は、秋に来れたら
と思います。

熊本では、地下の天然水のプロモーションが多く見られ、お手洗いやホテルのバスで節水や、水を大切にしよ
うとする試みに感心しました。さすが、水源が多くある地域で、人々がそのような意識があるのは大切だと思い
ました。熊本の市街地は熊本駅から離れた場所に見られ、駅も混雑しないので、大きな荷物があるときは助か
ります。私は百貨店の物産展が好きなのですが、その理由が熊本のローカルな食材を見ることができるからで
す。しかし、観光ですとやはり食材を買うのにいろいろと持って帰れなかったりするので、お弁当などがあると、
夜食としてホテルなどでも食べやすいな、と感じます。

八十一年前に生まれたフルサトを再見分の為に芦北から天草日奈久と、弟に連れられて見るもの食するもの
すべて心地よく新鮮に思われたのは不思議でした。熊本はもはや立派に成長した我が子の様なステキな町で
した。

夜のアーケード街で散策しました。客引きや呼び込みがなく、安心して楽しむことが出来ました。

熊本はいつ来てもリフレッシュでき大好きな土地です。いつまでもこの自然、そして人情豊かな地でいて欲し
い。

未曾有の大雨で非常に残念だったので、次回は天気に恵まれたいと思いました。



熊本は初めてだったけど、熊本のすごさがわかった。また来たいです。

とても楽しかったです。

気候も良くて（暑すぎなかった）、早い秋を感じる事が出来ました。

天気も良く、スケジュール通りに進み、ホテルも動植物園も観光地でも、係の方から声や挨拶をかけて頂きま
した。とても楽しかったです。

今回の旅行をとても楽しみにしていました。とても充実した旅行で、大変思い出深いものになりました。また訪
れたいと思います。

楽しく過ごせました。

今回の旅は、南九州温泉地、自然環境の満喫がメーン、その他各地域の食を味わうことにあった。時期、天候
に恵まれ、大変良い旅となった。

楽しかったです。

熊本はこれが2回目。前回は飛行機だったが、今回は新幹線。3時間程度だが、苦痛はなかった。むしろ、飛行
機よりもシートがゆったりしていて、良かった。日頃から、野菜や果物は熊本産が多い。健康一食品は、ｂａｓｉｃ
なもので、今回も熊本産を購入していきたい。ゆるきゃら「くまモン」は、大阪でも大人気だ。人々への敏感さが
最も重要だと思う。街並みも綺麗で、さすが城下町は違う、と思う。

綺麗な街でした。

６０才～７０才の１０年全国４７都道府県を巡りました。その中でも熊本県は心休まる土地です。阿蘇の雄大さ
とその恵み、清正に象徴される歴史、文化財、農産物や海産物。すっかりとりこになり４回目です。くまモンのア
イディア（無料で使用させることなど)…。クマモンもがんばってますね！！益々のご発展を念じ上げます。

お墓が宇土にあり、年1.2回熊本に来ます。1人の時は、熊本市内に泊まり、家族と一緒の時は、阿蘇に泊ま
り、もう一泊は、宮崎や他県に泊まることが多いのですが、今回は、新幹線でしたので、駅近くに泊まりました。
上通り、下通りが好きなのですが、年々寂しくなっている気がします。裏通りにも素敵な店があるのに、寂しい
気がします。城下町が盛り上がる事を期待しています。熊本は、すごく好きです。

熊本は初めてで、とっても良かったです。住民の方々も優しいし、食べ物、美味しかったです。お土産もたくさん
種類があって迷ってしまう！！

天気が心配でしたが、特に悪天候でもなく、非常に良い旅ができたと思います。

★意見・要望
熊本はここ5年ほど、毎年リピートしております。今回、「くまもっと楽しむ券」購入により、この時期の天草＆黒
川となりました。施設での利用枚数限度有ということを知らなかった為、その点についてもう少し、詳細情報を
より分りやすく提示していただきたかったです。

市電とバスでICカードが統一されていないのが不便。なぜ、バス会社は全国的な交通系ICカードを採用しな
かったのか？利用者不在の勝手な論理だと思う。コンビニを別にすれば、電子マネーを使える店が少ない。他
の地域から来る人のことを考えているのか？

熊本城とか漱石邸、歴史的建造物(内部)もできるだけ、本物に近い形で復元して下さい。

熊本城内をボランティアガイドさんに案内して頂き良かったです。予約なしで気持ち良く引き受けてもらえること
が旅人としては有り難いです。文学散歩をしたかったのですが、そのようなコースのガイドさんはいないというこ
と。市役所の観光課にTELで問い合わせても要領を得ない回答でがっかりでした。他の観光地の様にこちらの
要望に合うコースをガイドして下さるガイドさん(有料でも)がいらっしゃれば・・・と思います。検討下さい。文学館
が休館なのが残念でした。

田原坂には、１の坂～３の坂まであったが、１の坂～２の坂～３の坂までの距離や車での離合ができるのか、
１の坂のパークに説明がなく、不親切だと思った。よって徒歩で少し上っただけですませた。道が狭く、徒歩で
何分くらい上がっていくのか(何ｍくらいあるくのか)わからなかったので・・・。くまモンのバックやＴシャツでくまモ
ンの絵がもっと小さければ購入したのですが、バッグの角に5～10ｃｍくらいのくまモンも作ってみては？熟年
者はワンポイント的なくまモンがいいという人が多いかもしれません。少なくとも私はそうです。


