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熊熊本本城城ののああゆゆみみ熊本城のあゆみ
茶臼山と呼ばれた丘陵地に、1607年、加藤清正が当時の最先端の技術と労力を投じて名城『熊茶臼山と呼ばれた丘陵地に、1607年、加藤清正が当時の最先端の技術と労力を投じて名城『熊
本城』を築城しました。以後、中世から近代にかけて400年に渡り、熊本城は、加藤清正、宮本武蔵本城』を築城しました。以後、中世から近代にかけて400年に渡り、熊本城は、加藤清正、宮本武蔵
などを主人公に、様々な歴史ドラマの重要な舞台となっています。そして現在、1877年の西南のなどを主人公に、様々な歴史ドラマの重要な舞台となっています。そして現在、1877年の西南の
役で炎上する前の勇姿を現代に蘇らせるため、復元整備が進められています。役で炎上する前の勇姿を現代に蘇らせるため、復元整備が進められています。

茶臼山と呼ばれた丘陵地に、1607年、加藤清正が当時の最先端の技術と労力を投じて名城『熊
本城』を築城しました。以後、中世から近代にかけて400年に渡り、熊本城は、加藤清正、宮本武蔵
などを主人公に、様々な歴史ドラマの重要な舞台となっています。そして現在、1877年の西南の
役で炎上する前の勇姿を現代に蘇らせるため、復元整備が進められています。

春絵巻 2007年4月28日～2007年5月6日

夏絵巻 2007年8月1日～2007年8月31日

冬絵巻 2007年12月31日～2008年1月3日

未来へ
エピローグ 2008年3月22日～2008年5月5日

秋絵巻 2007年10月12日～2007年10月28日

デジピー導入記念

くくまたまたくくじじくくまたまたくくじじくまたくじ
電話番号電話番号電話番号電話番号電話番号

専用ハガキ、ホームページ（www.kumataku.com）または
ケータイサイト（www.kumataku.com/i）からも登録できます。
※お客様個人情報は当社規定に基づき管理させて頂きます。

お電話番号が、096-XXX-1234の場合、「1234」がチャンスナンバー。

「コンピュータ配車サービス」は、ご自宅等のお電話からタ
クシーご予約の際、お名前、台数を告げるだけでOKです。
道順等をご説明頂く必要はありません。

領収書の右上の4桁の数字があなたのチャンスナンバーと一致したら大当たり!ご登録のお
名前、電話番号をご記入の上、その場で乗務員にお渡し下さい。後日、1万円相当の当社タク
シー利用券（500円券×20）を、ご登録の住所宛に郵送致します。

登録
無料

タクシーにご乗車頂く毎にチャンス!

電話番号の下4桁が、あなたのチャンスナンバー

まず熊タクの「コンピュータ配車サービス」にご登録

3

2

1

熊タクに乗って熊タクに乗って
1万円1万円ののタクシー券タクシー券ゲット!ゲット!

熊タクに乗って
1万円のタクシー券ゲット!

2007年、熊本城は400歳になりました。そこで、これを記念し
て「熊本城築城400年祭」が開催されています。2008年の春
まで熊本城を舞台に四季折々に合わせた楽しい催しが予定され
ています。歴史に培われた文化、豊かな自然に恵まれた熊本の
魅力を存分に楽しめるチャンス!400年という節目の年に運良く
居合わせたからには、こりゃ参加しなきゃソンですよ!

2008年春には、［本丸御殿大広間］も完成する予定です。2008年春には、［本丸御殿大広間］も完成する予定です。2008年春には、［本丸御殿大広間］も完成する予定です。

シンボルキャラクター
ひごまる

イベントが目白押しイベントが目白押しイベントが目白押し

熊タク



タクシーに乗務して一番最初の応接が忘れられません。記念すべき初めて乗られた方
に「お客様が私の第１号のお客様です」。とお伝えしたところ、大丈夫だろうかと不安に
思われてしまいました。この事を反省の糧として、これからも車の日常点検を欠かさず
安全第一で仕事をしていきたいと思います。

観光のお客様をはじめ、全てのお客様に一期一会の気持ちにて応接しておりますが、な
にせ短時間の車中にてその気持ちが無理なくお客様に伝わればと思っております。ま
た、安全運転に関しては「車間距離を保ち、ゆとり運転を必ず実行する」などその日守
る事を決め、意識して乗務する事で安全運転に努めています。

ドライバー  安藤　久人

ドライバー（観光チーム）  松本　一臣

お客様に対して特に
気にかけていることは?
お客様に対して特に
気にかけていることは?Q

熊本城▶水前寺公園 熊本城▶細川刑部邸▶本妙寺▶水前寺公園

2名所コース

料
金

加藤清正が７年の歳月をかけ築城。天守閣や武者返しと呼ばれる
石垣、重要文化財の宇土櫓、長塀等が見所。2007年に築城400
年を迎え、門、櫓等の復元工事がすすんでいる。

熊本城

４名所コース

お申込み・お問い合わせ／くまもとチャーターキャブセンター TEL096-379-8182

1496年
1550年
1587年
1588年
1601年
1607年
1611年
1632年
1871年
1877年
1927年
1933年
1950年
1955年
1960年
1989年
1993年
2003年
2008年

熊本城の歴史
鹿子木親員、茶臼山西南麓（現在の古城）に築城
大友宗麟が城主を鹿子木氏から城親冬にかえる
豊臣秀吉が佐々成政を肥後の領主とする
加藤清正、隈本城に入城
茶臼山に築城着手
新城完成、隈本城を熊本城に改称
清正死去、加藤忠広が相続
細川忠利肥後54万石領主として熊本城入場
廃藩置県により肥後藩が熊本県となる鎮西鎮台を熊本城内に設置
西南の役で熊本城炎上
宇土櫓解体修理、長塀改築
熊本城全域を史跡に、建造物を国宝に指定
国宝建造物が重要文化財に指定（文化財保護法改正）
史跡熊本城跡が特別史跡に指定
熊本城天守閣が復元落成
数寄屋丸二階御広間復元
旧細川刑部邸を東子飼町から二の丸に移築復元
本丸御殿大広間復元開始
本丸御殿大広間復元完成予定

名将加藤清正が、実戦経験をもとに築城技術のすべてを投入し、築き上げた
熊本城。その名城たる所以を随所に見ることができる。

難攻不落は名城の証

名城の条件のひとつで
ある「攻めにくさ」。城内
の石段は、意図的に一
段一段の奥行きと高さ

が異なるように作られている。石段を上る時にその都
度、歩幅を変えなければならなくすることで、スムー
ズな敵陣の進軍を阻止する工夫がされている。

城内の櫓の壁面は、す
べて下見板張りになっ
ていて、角には例外なく
石落としが設けられて

いる。石落としは、敵が石垣を上がってきた時に、その
状況を確認できると同時に、そこから石を落として侵
攻を防ぐための「出張り」という機能を持っていた。

石垣を上がってくる敵の
侵入を防ぐため、小天守
一階下の石垣と接する
部分に鉄串が短い間隔

で並んでいる。二尺近い鉄串は下向きに付けられてい
て強固な防御機能を持つ。特に厳重な警備がされてい
た小天守には東、北、西の三方向にこの仕掛けがある。

狭間(さま)とは城の塀
や建造物に設けられた
小さな窓のことで、敵が
城内に進入してきた時

に、身を隠しながら矢を引いたり、鉄砲を撃ったり、槍
をついたりするためのもの。天守閣や各櫓、塀に設け
られている。

石段 石落とし

忍び返し 狭間（さま）

所要時間：約2時間30分 所要時間：約3時間30分

正式には水前寺成趣園。湧
水を利用し、東海道五十三次
を模して造られた細川家の
桃山式回遊庭園である。

水前寺公園

がんばるドライバーがんばるドライバー

水前寺公園熊本を代表する
加藤清正が築いた日本三名
城のひとつ「熊本城」と、細
川家の庭園「水前寺公園」。

２名所コースに加え、加藤家菩提寺で清正が眠る「本妙寺」
と、格式誇る武家屋敷の「細川刑部邸」。

細川刑部邸
細川家３代忠利の弟、刑部少輔・興孝
を祖とする細川刑部家の下屋敷を
熊本城内に移築復元したもの。同家
は家禄１万石の大名格の格式で、上
級武家屋敷の往時の暮らしぶりがわ
かる。

本妙寺

加藤清正の廟所として知られる本妙
寺。墓は遺言により熊本城と同じ高
さにある。さらに石段を上ると清正
像の立つ本妙寺公園があり、熊本市
内が一望できる。

写真・イラスト提供／熊本城築城400年記念事業実行委員会  TEL096-359-0400  FAX096-351-2007

■小型（4名）
■中型（5名）
■ジャンボ（9名）

料
金

8,200円
10,000円
12,000円

■小型（4名）
■中型（5名）
■ジャンボ（9名）

料
金

11,500円
14,000円
16,800円 お１人様

2,050円
小型4名で
ご利用の場合

お１人様

2,875円
小型4名で
ご利用の場合

※料金は消費税込、
　入場料等は含まれません。タクシーで巡る熊本城観光コース熊本市内・空港発着



“笑うと免疫力が上昇する”という話は、よく耳にされると思
います。その免疫力の正体はリンパ球の中のNK細胞です。
NK細胞の活性が低下すると体の抵抗力が低下し、さまざま
な疾患にかかりやすくなります。NK細胞の活性度は変化し
やすく、とくに体温や血管の状態、栄養の状態に影響を受け
やすいと言われてます。季節の変わり目に風邪をひきやすく
なったり、体調をくずしやすくなるのはNK細胞が温度変化
に対応できず免疫力が低下し、感染しやすくなるからです。
NK細胞はある程度の熱を好み、体温を36～37度に保つ
ことでNK細胞の殺傷能力が高められます。バランスのよい
食事、適度な運動、そして何よりもワクワクするような楽し
いことをすることすなわち、体も心も温めることがNK細胞
の活性を上げることにつながります。
さて、春から体も心もポカポカすること始めませんか?

日本初 がん克服をめざした保険
自由診療保険「メディコム」

（自由診療とは、公的健康保険を適用しない診療のことです。）
─お問い合わせはアイ・ムーヴ ☎096-354-5162─

コーディネーター藤岡のこここころの健康ろの健康コラムコラム
男運が悪いと言うけれど、これは「運」ではないことがあるようです。私がまだ研
修医をしていた頃の話です。30代前半の女性が「気分が落ち込む」「悲しくなっ
て急に涙が出てくる」「不安でいてもたってもいられなくなる」「自分は生きてい
て何か意味があるのかわからない」など訴えて私の外来を受診しました。本人
はなぜそんな気分になるのかわからないといわれていましたが、話を詳しく聞
いてみると気分が落ち込むようになったことと、ご主人さんの状態が関係あり
そうなことがわかってきました。彼女の家はご主人と二人の子供の4人家族で、
野菜農家を営んでいるのですが、結婚当初からご主人は、酒びたりでほとんど
仕事をせず、彼女は、農家の仕事、家事、育児その他もろもろ全て一人でこなし
ておられました。きっかけははっきりしませんが、その夫が、突然酒をやめて、仕
事をまじめにするようになったのです。傍目からは大変良いことですが、彼女は
その頃から気分が不安定になってきたようです。彼女は駄目な夫を支えること
が彼女にとっては生きがいで、それが生きていることの証でもあったのです。夫
が駄目でなくなると同時に、張り詰めていたこころにぽっかりと穴が開いてしま
って「自分はいらない存在ではないか」「夫に捨てられるかもしれない」と不安に
なってきたようです。彼女にとっては「駄目な夫」が必要だったのです。その後、
共依存という言葉が一般的になりましたが、その典型といえるでしょう。一方的
に世話やかれる立場と一方的に世話を焼く立場で固定している関係です。これ
は、健全な関係ではありません。しかし、お互いが惹かれあうのです。それにして
も世の中に共依存的なカップルの多いこと…皆さんはいかがですか？

井形　朋英　銀座通りクリニック 院長　☎096-355-2387
銀座通りクマタクビル（熊本市中央街、ほか弁隣）にて
心療内科クリニックを2006年4月開業、精神保健指定医

プロフィール

URL

元気UP! 講座
体も心も温めて免疫力アップ?!

男運が悪いと言うけれど
免疫治療

藤岡  典代　免疫療法コーディネーター・薬剤師
☎096-282-0405  
御船町・藤岡医院にてがん免疫療法を実践中

プロフィール

ふみよ

こころの健康コラム

1,6001,600円～円～2,2002,200円円1,6001,600円～円～2,2002,200円円1,600円～2,200円
団体貸切バスツアー団体貸切バスツアー団体貸切バスツアー団体貸切バスツアー団体貸切バスツアー

人数

20～24名

25～29名

30～34名

35～39名

40～44名

45～55名

備考

¥2,200

¥2,000

¥1,900

¥1,800

¥1,700

¥1,600

団体貸切
バスツアー

3才以上
大人小人同額

■料金表
（お一人様当り・土日も同額）

【期間】2007年6／30までの毎日
（土日も同額・お申し込みはお早めに!）
【人数】20名以上のお申し込みでお願いします。
（大型バスは55名様まで乗車可）
【行程】熊本市及び周辺各地→グリーンランド
（10：00頃～16：00頃）→各地
・発着地はご相談に応じます。・熊本市外の県内は追加
料金が発生します。
【添乗員】同行しません。
【旅行に含まれるもの】三井グリーンランド入園料、熊
本市等の各地からグリーンランドまでの貸切バス代
（大型～マイクロバス）、旅行傷害保険、消費税
【旅行に含まれないもの】園内アトラクションのチケット
（回数券・フリーパス等）、飲食代、発着地までの交通費
【ご注意】天候、年齢、身長制限等のために利用不可ア
トラクションがあります。

最初の50分は100円でそれからは5分10円。さらに昼（8
時～20時）・夜（20時～8時）ともに最大700円打ち止め。
お得なKPチケットも利用できます。ベビーカーも貸出OK。

銀座通りに
5分10円
最大700円の

http://www.geocities.jp/ginza_dori_clinic/index.htm

日帰りバス旅行を手軽に楽しむ肥後観光バス
旅行友の会「ひばり会」。5年目を迎え、ただ
今、会員を募集中です。ぜひお申込み下さい。
（期中入会も可）

■入会金   1,050円　■年会費 12,600円（家族割引あり）
※年会費には年6回開催する全てのバス旅行実施時の貸切バス、駐車場、保険料が含
まれます。

※飲食、観光、拝観、入浴料等は含みません。別途ご負担頂きます。
※全てバスガイドがご案内します。添乗員同行無。
※その他詳しくは会員規約をご覧下さい。

肥後観光バス旅行友の会 ひばり会

行先 火曜コース
5/22
7/24
9/25
11/27
1/22
3/25

水曜コース
5/23
7/25
9/26
11/28
1/23
3/26

木曜コース
5/24
7/26
9/27
11/29
1/24
3/27

【第1回】 九重・日本一の大吊橋
【第2回】 武雄・がばいばあちゃんと高野寺
【第3回】 豊後高田・昭和の町
【第4回】 福岡・福岡CITYお楽しみ
【第5回】 鹿児島・来年の大河ドラマの舞台
【第6回】 別府・日本最大の湯けむりの街

コース

平
成
19
年

平
成
20
年

お申込み・お問い合わせは旅行企画・実施 ： 熊本タクシー旅行事業部肥後観光バス（熊本県知事登録旅行業第2-203号） TEL096-281-1070

入園料・

バス代・保
険込、

大人小人
同額

月あたり

1,050円
で

隔日バス旅
行

いがた ともひで

肥後観光で行くバスツアー

平成19年度平成19年度会員募集中!会員募集中!平成19年度会員募集中!

クマタク有料駐車場クマタク有料駐車場クマタク有料駐車場



デジピーのしくみ

 デジタル無線&GPS-AVMシステム

『デジピー』導入!
熊本タクシー、花岡タクシー両社は無線を統合し
て熊本初※のデジタル化。デジピーはGPS衛星に
て測位したタクシー各車両の位置データをデジタ
ル無線により交信することで配車時間の短縮を追
求した最先端のタクシー受付配車システムです。
※集中基地局方式にて

クマタク 
ふれあい号
（3台）
車いす／
寝台搬送車
（リフト付タクシー）

ジャンボタクシー（3台）

観光・送迎に
ご利用下さい。
お客様9名乗り。
TV・冷蔵庫装備。

介護タクシーサービス

2級ヘルパーのケアドライバ
ーがおでかけのお手伝い。
通院・転院・退院やご旅行にも
どうぞ。

現在約50名のホーム
ヘルパーが活躍して
おります。福祉・介護に
ついては熊本タクシ
ー（クマタクケアセン
ター）にお気軽にご相
談ください。

お出かけの不安を解消!

お と も

熊タクグループ
www.kumataku.com

サービスラインナップ
熊本タクシーグループカード

禁煙タクシー

●タクシーご利用時には日専連ポイントが
　なんと2倍!
●世界でも使える
　DC・VISA付き
●入会金・年会費等は無料

●ご希望の際は「禁煙タクシー」とご予約ください。

熊本タク24時間おつかい便
●あなたに代わって“おつかい”します。
　「お買物」「お届け」「順番とり」
　「カギの確認」などお引き受けいたします。

■タクシー ☎096-379-2255
熊本タクシー、花岡タクシー

■貸切バス ☎096-281-1070
肥後観光バス

■損害保険 ☎096-354-5162
アイ・ムーヴ

■駐車場 ☎096-359-4801
クマタク有料駐車場（銀座通り）

■介　護 ☎096-241-0111
クマタクケアセンター

■タクシー観光 ☎096-379-8182
くまもとチャーターキャブセンター

車の乗り降りも安心サポート! 快適ドライブ熊タクの

クマタク さわやか号（1台）
“小回りきいて背が高い”
車いす専用スモールタクシー

クマタク まごころ号（5台）
車いす専用スロープ付タクシー

福祉・介護タクシー福祉・介護タクシー福祉・介護タクシー
タクシーで熊本観光

観光観光観光

熊タクは派遣業（特43-300119号）の登録をし
ています。派遣先様の送迎車両等に当社の
“運転のプロ”を
派遣します。

プロドライバーを派遣します
熊本タクシー運行管理事業部

増車
しました

当社のベテランドラ
イバーや教習担当
者が専用教習車で
出張して個人講習し
ます。仮免許の方の
練習もできます。

ドライビング教習「わかば」
ペーパードライバーや初心者の方に。

【料金】基本2時間：5,250円（以降2,100円／時間）

教習専用車「わかば号」

熊タクインフォメーション

まだまだ
ある！

全車両がGPS人工衛星より位
置情報を取得し、どこにいるかを
常にセンターに送信しています。

1位置情報取得
コンピュータ配車サービスご登
録（ご自宅等）の場合、道順等の
説明は不要です。

2受付
デジピー配車コンピュータがお
客様情報を検索し、最適車両を
探します。

3配車
デジピー配車コンピュータが最
適候補の車両に、配車指令を送
ります。

4配車指令

デ
ジ
タ
ル
無
線

距離、進行方向、
地理（山・川等）、待
機登録、車種等の
条件で最適候補
を探します。

集中基地局

デ
ジ
タ
ル
無
線

最適候補車両お客様宅

熊本タクシーコールセンター

了
解

GPS
人工衛星

ありがとう
ございます。

集中基地局集中基地局集中基地局

グリーングリーン
経営認証経営認証
グリーン
経営認証
熊本タクシー・花岡タクシーは、
熊本県のタクシー事業者で唯一
グリーン経営（環境負荷の少ない
事業運営）認証を受けています。

※平成19年3月現在

タクシーご利用の方に無料で傘を貸し出して
おります。返却は次回ご利用の際、もしくは
当社タクシーを見かけた時で結構です。ただ
し、各車両で在庫数に限りがあります。ご了
承ください。

かさ貸出サービス
熊タクなら
急な雨でも安心!

熊タク運転代行は通常のタクシー料金に
900円をプラスするだけ。さらに代行会員
（月額2,000円）になれば代行料が無料!

運転代行
熊タクなら＋900円で大きな安心!!

タクシー1台
お願いします。

増車
しました


