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私の特等席

ケータイからもOK！
0120-0120-86

タクシーコール
フ リ ー フ リ ー ハロー

熊タク

お近くが利用しやすくなりました!!

フリーコール
ケータイの電話帳に
一発登録できます。

フ リ ー フ リ ー ハロー

0120-0120-86 熊タクグループは運輸安全マネジメントに取り組んでいます。

1607年加藤清正によって、当時の最先端の技術と心血を注いで築城された名
城『熊本城』。以後400年に渡り、加藤清正、宮本武蔵などを主人公に、熊本城は
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、熊本城を往時の雄
姿に甦らせるため、平成10年から始まった復元整備が着々と進み、今回の復元
で最大の建造物である本丸御殿の完成が間近となりました。本丸御殿の中でも
主要な建物である大広間棟、数寄屋棟、大台所棟が復元され、熊本城の新たな
魅力として2008年4月20日に公開されます。

旧運賃は、初乗り1.5kmまで560円でしたが、現運賃では750m
内まで400円からとご利用しやすくなっております。1kmは短い
ようですが、バス停では2～4区間分あります。更にタクシーは4名
様までご乗車になれますので、ご家族、ご友人等で乗り合わせされ
ますと１人当たりは割安です。

本丸御殿大広間本丸御殿大広間本丸御殿大広間
「信頼」それは「安全」から

距離

新運賃

旧運賃

750m

400円 480円

560円

1250m
まで

1000m
まで

560円

1500m
まで

640円

加算運賃

以降335m毎80円加算

以降359m毎80円加算

昭君之間

4月20日
公開

実は「将軍の間」の隠語という説も
あるくらい一番格式の高い部屋。畳
数1570畳、部屋数53もあったと
いわれる建物群であった熊本城本
丸御殿の中でも、藩政の中心であっ

た建物が大広間棟で、ここは藩主の居間として使われたり、
部下と対面する場所でもありました。今回は、この大広間棟
を中心とした部分を復元し、部屋数25室、580畳の建物と
なっています。

最高格式に設えられた『昭君之間』

熊本城のあゆみと本丸御殿大広間復元

写真提供／熊本城総合事務所

本丸御殿は２つの石垣を跨ぐように建てられたため、地下通
路があります。御殿への正式な入口であり、「闇り通路」と呼
ばれています。このような地下通路を持つ御殿建築は全国に
もあまり例がありません。

闇り通路

中面に続く

昨年末運賃改定により
値上げさせて頂きました。 けれども

熊本城築城
400年祭にも
遊びに来てね!

初乗運賃初乗運賃初乗運賃初乗運賃400400（750mまで）（750mまで）

円400400（750mまで）（750mまで）

円初乗運賃400（750mまで）

円!!!!!!!!!!平 成 2 0

年

400



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

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

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

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。

■小型（4名）
■中型（5名）
■大型（4名）
■ジャンボ（9名）

料
金

8,200円
10,000円
11,500円
12,000円

■小型（4名）
■中型（5名）
■大型（4名）
■ジャンボ（9名）

料
金

11,500円
14,000円
16,100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

熊本城にまつわるウラ話

熊本市内・空港発着

“近くてすみません”と言われながら、すまなそうにタクシーに乗ってこられる近距離ご利用のお客様に対し
て"いいですよ"と笑顔で応え、気持ちよくご乗車いただけるように心掛けています。特に我が社は初乗り料
金400円からになっていますので、他に交通手段が無く、仕方なくタクシーを使われて、ご自宅近くの病院
に毎日のように通院されるお客様から、本当に助かりますと言われたことも度々あります。熊本タクシーの
経営理念の“私たちは移動するすべての人に信頼される足である”を私自身の使命と考え、お子様からご年
配のお客さまに更に幅広くご利用していただけるように、これからも毎日安全運転でがんばっていきます。

「昭君之間」は実は「将軍の間」の隠語
であるという説もあります。熊本城を
造った加藤清正は豊臣秀吉子飼いの
武将。その遺児である秀頼に万が一の
ときは、清正にはこの熊本城に秀頼を
迎え入れ、西国武将を率いて徳川に背く覚悟があり、そのための部屋が「昭君之間」とい
うのです。また、昭君之間には抜け穴伝説もあります。熊本城築城に携わった大工の棟
梁善蔵（ぜんぞう）が語った「大工善蔵より聞覚控」という古文書が残されています。その
ほかにも鴬張りの廊下の話なども残っており、格式の高さとともに謎の多い建物でもあ
りました。

ケアドライバー（ホームヘルパー２級）
一二三芳幸がんばるドライバーがんばるドライバー

熊本市内在住の65才以上の方及び小・中学生の入場は無料となります。

昭君之間
（しょうくんのま）の
ウラ話

小天守は石垣の構造等から大天守成
立後に増築されたことが分かります。
この増築は秀頼のためだと考えられま
す。確かに大天守の各部屋には「鉄砲
の間(てっぽうのま)」「具足の間（ぐそ
くのま）」「矢の間」「弁当の間」「貝の
間」という名前が付けられ、武器倉庫としての機能を持たされているのに対し、小天守
には付書院や床が設けられ、対面所や控えの間、衣冠を整える装束の間などとして使え
る部屋を備えており「お成り」にも充分に耐えうる構造なのです。秀吉子飼いの清正に
とって「お成り」とは秀頼以外に考えられません。更には小天守地下１階には井戸やかま
ども設けられ、籠城という最悪の事態まで睨んだ増築といえるのではないでしょうか？

小天守増築の
ウラ話

熊本城に旧陸軍が駐屯していた頃のお
話です。夜間城内で歩哨（ほしょう）に
立っていた兵隊が居眠りをしているの
を見つけた上官が、懲らしめてやろうと
眠っている兵隊の銃を隠してしまいま
した。当時は自分の命よりも大事な銃
です。兵隊は不始末を恥じて井戸に身
投げました。それからその井戸からは
夜になると「銃をくれ」と言って泣く声が聞こえるようになったそうです。しかし、今では
そういう話は聞きませんから、平和な世の中になったので、兵隊さんも成仏されたので
はないでしょうか。

銃くれ井戸の話
頬当御門（ほほあてごもん）から天守台
へ向かう仮設スロープの右手、本丸御
殿（ほんまるごてん）の地下へ向かう通
路の石垣に丸く穿ったような痕が見え
ます。これをかつては「西南戦争の大砲
の弾の跡」と説明する人もいましたが、
薩軍の砲弾は一発も本丸には届いてい
ません。実は、熊本城の天守閣と本丸
御殿は西南戦争開戦3日前の明治10年（1877年）2月19日に、原因不明の出火により
全焼してしまいました。そのときの火災の高熱により石の表面が剥離したものなのです。
この石垣の熱剥離は天守閣の入口付近や、出口の石垣にも見ることができます。

石垣の熱剥離



　3月、あちらこちらから花の便りが届くようにはなりましたが、まだまだ、こたつやスト
ーブのそばが気持ちのいいこの頃です。
　さて今回は、温熱療法のお話です。温熱療法といえばどんなものが思い浮かびます
か？ 温泉、お灸、温シップなどは身近にある温熱療法として皆さんも体験されたことが
あるでしょう。古来より人は身体を温めるということが、病気の治療や緩和に役立つとい
うことを知っていたようです。
　では、なぜ身体を温めるという行為が病気の治療に役立つのでしょうか。私たちの免
疫細胞は、体内温度が36.5℃以上で活発に働くといわれています。
　風邪をひいた時など高熱が出るのも免疫反応の一つです。ですから、常に免疫細胞
が働きやすい体温に保つことは、健康維持につながります。最近では、老若男女を問わ
ず身体の冷えを訴えるいわゆる「冷え症」の方が増加しているようです。近年どこへ行っ
ても冷・暖房設備が整い、暑かったり寒かったりの我慢をしなくても良くなった分、体温
調節機能が低下してきているのです。食事の影響もあるでしょう。添加物や保存料の多
い加工食品、甘い飲み物、食べ物も冷え症の原因となります。その他、携帯電話、電化製
品等の電磁波など、私たちをとりまく環境には、私たちの身体に冷え症をもたらす多く
の原因が隠れているようです。「風邪は万病の元」と言いますが、「冷え症も万病の元」
です。身近な環境因子を見直して、上手に日本古来の温熱療法を用いて健康維持に努
めてください。
　最後に、がんの温熱療法について紹介します。最新の医療機器（サーモトロン-RF8）
を使用した温熱療法は、がん治療にも応用されています。がん細胞は、42℃以上で死
滅すると言われていますので、がん細胞のみを選択的に42℃以上に上昇させて治療す
るというものです。このサーモトロン-RF8を用いた治療を受けられる医療機関は少な
いのですが、従来の治療に加える今後のがん治療として、期待がもたれています。

こここころの健康ろの健康コラムコラム
　かなり以前の話だが、私は自分が勤めていた熊本市内の総
合病院救急外来で自殺未遂患者の調査をしたことがあった。
そこで東京などで行われた同様の調査と自殺の手段で大きな
違いがあることがわかった。東京に比べて熊本で明らかに少な
い自殺の手段は「飛び降り」であった。皆さんもお判りだろう
が、東京に比べて熊本は飛び降りられるような高い建物が少な
いことが理由であると思われた。それでは、東京ではほとんど
なく、熊本では比較的多い自殺の手段は何かお判りだろうか？
それは、農薬による服毒自殺であった。自殺の手段とは、身近
にあるものがなにかでかなり変わることがわかった。
　中国製の餃子からメタミドホスという有機リン系の毒物が検
出されて問題になっている。熊本の救急外来には、この有機リ
ン系の農薬自殺未遂や事故が多いので、この解毒剤が大量に
常備されている。熊本で毒入り餃子を食べたとしても、救急外
来で速やかに治療が受けられるはずである。同じ有機リン系の
毒物であるサリンがオウム真理教の信者によって地下鉄で撒
かれたいわゆる「地下鉄サリン事件」の時、東京の救急外来に
はこの解毒剤の在庫がなく治療が遅くなったという。ところ変
われば…である。
　話は戻るが、私が自殺について調査したのは、バブルの崩壊
前で年間自殺者が日本で約2万人と言われていた頃である。
現在、自殺者の数は年間3万人以上である。交通事故死者が約
6千人だから如何にその数が多いかわかる。救急外来を受診
する自殺未遂者は自殺者の10倍以上といわれている。自殺を
如何にして減らしていくかは社会的にも最も重要な問題と思
われる。生きていれば一度や二度は漠然と死にたくなることは
あるものである。しかし、自殺の手段まで具体的に考えるよう
になったら赤信号である。そんなときは勇気をもって身近な人
またはわれわれ専門家に相談してほしいと切に願う。

Vol.5
温熱療法について毒入り餃子

コーディネーター藤岡のドクター井形の Vol.7

元気UP! 講座免疫治療

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

井形　朋英　銀座通りクリニック 院長
☎096-355-2387

プロフィール

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

いがた ともひで

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

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─

サーモトロンを用いた温熱療法のお問い合わせ
藤岡医院  TEL096-282-0405まで

1,700700円～円～
2,200200円
1,700700円～円～
2,200200円
1,700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

２０～２４名
￥２,７００
￥２,２００

２５～２９名
￥２,６００
￥２,１００

３０～３９名
￥２,５００
￥２,０００

４０～４５名
￥２,４００
￥１,９００

４６～５５名
¥2,200
￥１,７００

人　数
大人（高校生以上）
こども（3才～中学生）

■料金表（お一人様当り・土日も同額）

会員になると、隔月（年６回）催行する日帰りバス旅行にご参加頂ける、当社オ
リジナルの会員制バス旅行です。ぜひお申込み下さい。（期中入会も可）

肥後観光バス旅行友の会 ひばり会 月あたり

1,050円
で

隔日バス
旅行

消費税込・

入園料・バ
ス代・

保険込

肥後観光で行くバスツアー

平成20年度平成20年度会員募集中!会員募集中!平成20年度会員募集中!

■入会金1,050円　■年会費（年一括払い）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。

【催行】予定
【第1回】 臼杵
【第2回】 日当山温泉
【第3回】 唐津
【第4回】 下田温泉
【第5回】 宮崎
【第6回】 日田温泉

コース

平
成
20
年

平
成
21
年

火曜コース
5/27
7/22
9/23
11/25
1/27
3/24

水曜コース
5/28
7/23
9/24
11/26
1/28
3/25

木曜コース
5/29
7/24
9/25
11/27
1/29
3/26

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

●熊本

1

3

6

4

2 5

嘉島町・益城町・健軍各発着コースを新設しました。今年度より なお、全コース御船町（当社御船営業所）のご乗車も可能です。

【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】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
の往復貸切バス代（大型～小型バス）、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

こ
ど
も

2,200200円～円～
2,700700円
2,200200円～円～
2,700700円
2,200円～
2,700円

お
と
な



2台

クラウン ロイヤルサルーンG
他、中型セドリック

ハイクラスカー

グリーン
経営認証

デジピー（デジタル無線&CTI連動型GPS-AVMシステム）のしくみ

お客様をお待たせしない事をとことん追求しました
デジタル無線&GPS-AVMシステム

デジピー
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

車いす／寝台搬送車（リフト付タクシー）

観光・送迎にご利用
下さい。お客様9名
乗り。TV・冷蔵庫装備。

現在約40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。

車いす1台＋付添の方1名が
乗車できます。軽タイプのさ
わやか号もあります。

通院・転退院はもちろん、体の不自由な
方が車いす、あるいはベッドに寝たまま
で家族と一緒に旅行に行けます。車いす
×2（またはストレッチャー1）＋付添の方
4～7名が乗車できます。

熊タクグループ
熊本市船場町1-31

サービスラインナップ

熊本タクシーグループカード
●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

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」
　「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! 

熊タク川柳募集中! ハガキ又はメールでタクシーにまつわる楽しい川柳をお寄せください。〒860-0018 熊本市船場町1-31　熊タク川柳係

クマタク まごころ号

クマタク ふれあい号

ジャンボタクシー

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・送迎

観光・ハイヤー観光・ハイヤー観光・ハイヤー

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、配車指令をデ
ータとして送ります。

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

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タクシー1台
お願いします。

増車しました

4台

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20年4月現在

熊本タクシーコールセンター熊本タクシーコールセンター熊本タクシーコールセンター

6台

3台

教習専用車「わかば号」

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!

ご希望の際は「禁煙タク
シー」とご予約ください。

禁煙タクシー

熊タクは派遣業（特４３‐３００１
１９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。

プロドライバー派遣
熊本タクシー
運行管理事業部

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。
【料金】基本2時間：5,250円
（以降2,100円／時間）

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。

ハイヤー仕様の
お車をお気軽に
貸切利用できます。

■大切なお客様を送迎
　接待時の送迎に使えば好感度アップ!
■ゆったりくつろぎの観光地巡り
■特別な日や記念日に利用
　結婚式、誕生日、式典etc.

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。

お出かけの不安を解消!

おとも

快適ドライブ熊タクの

了
解

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。

熊タク運転代行は通常
のタクシー料金に代金
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900円がが無料!

ココ■
銀
座
通
りほか弁●

駕町通り

3号線

下通り

熊タクなら＋900円で大きな安心!! 銀座通りに5分10円最大700円

クマタク有料駐車場運転代行

熊タク川柳


