
令和元年5月吉日 
 

第66回トキシンシンポジウム in 熊本 
参加および宿泊申込みのご案内 

 
下記の通り、第66回トキシンシンポジウムの参加および宿泊についてご案内いたします。 

 
 

参加申込み締切：令和元年7月 12日（金） 
参加費納入期限：令和元年7月 19日（金） 

 
 
参加費区分 

 
一般会員 

発表しない学生会員 
発表者である学生会員 非会員 

全日程参加 
（9/11～9/13） 

33,000円 25,000 円 38,000円 

一泊のみ（9/11～9/12） 18,000円 13,000円 23,000円 
一泊のみ（9/12～9/13） 21,000円 16,000円 26,000 円 

宿泊・食事なし 5,000円 5,000円 10,000 円 
※	「全日程参加」の参加費には、会費、9/11 の夕食、9/12 の朝食・夕食（懇親会）、9/13

の朝食までの宿泊・食事代が含まれます。 
※	「一泊のみ（9/11～9/12）」の参加費には会費、9/11 の夕食、9/12 の朝食までの宿泊・

食事代が含まれます。 
※	「一泊のみ（9/12～9/13）」の参加費には会費、9/12 の夕食（懇親会）、9/13 の朝食

までの宿泊・食事代が含まれます。 
※	 9/12 の昼食は各自でお願いいたします。 
※	宿泊は原則として相部屋となります。シングルおよびツインでのご宿泊は、特別な理

由のある場合のみ対応させていただきます。その場合にはシングルは一泊10,800 円、
ツインは一泊 5,400 円の追加料金をいただきます。詳しくは開催事務局までお問い合
わせください（部屋数などの関係でご希望に添えない場合もありますので、ご了承く
ださい）。部屋割りは開催事務局にご一任ください。 

 
 
参加申込み方法 
 参加申込みフォームに、所属グループで取りまとめて必要事項をご入力の上、メールにて第
66回トキシンシンポジウム開催事務局（ts66@ph.sojo-u.ac.jp）までお送りください。メール
の件名は「トキシンシンポ参加申込み 所属・代表者氏名」としてください。 
 
 
 



参加費納入方法 
・	所属グループごとにまとめて、参加申込み代表者が下記口座へお振り込みください。同じ

グループ内で個別に振込をされる場合は、開催事務局までご連絡ください。 
・	ゆうちょ銀行もしくは郵便局窓口での振込の場合、電信払込み請求書・電信振替請求書を

ご利用ください。払込取扱票はご利用できませんので、ご注意ください。手数料はご負担
いただきますようお願いいたします。控えを納入証明としてお使いください。 

・	ゆうちょ銀行口座をお持ちの方は、ATMをご利用いただきますと手数料がお安くなります。
ご利用明細票を納入証明としてお使いください。 

・	他の金融機関からの送金に関しましては、ご利用の金融機関にお尋ねください。 
 
 

振込先：ゆうちょ銀行口座 
口座名  トキシンシンポジウム（クマモト） 
口座番号 記号：17190 番号：37303911 
 
他金融機関からの場合 店名：七一八（読み ナナイチハチ） 
店番：718 普通種目 普通預金 口座番号：3730391 

 
 
エクスカーションについて 

9/12 午後にエクスカーション（1. 八千代座見学 2. 米米惣門ツアー 3. 自由行動）を企
画しております。1、2ともに参加、1のみ参加、2のみ参加、3をお選びいただけます。見
学料や参加費は当日、現地にてお支払いください。1、2 を選ばれた方には、9/11 に受付に
て時間をお伝えします。 
 
1. 八千代座見学（所要時間40～45分程度） 
八千代座は明治43年（1910年）に設立された芝居小屋です。国の重要文化財に指定され

ており、木造2階建ての建物に枡席、桟敷席の客席や廻り舞台など江戸時代の歌舞伎劇場の
造りを残し、現在も坂東玉三郎さんをはじめ多くの役者さんたちが舞台に立っています。八
千代座見学では、「八千代座」館内と「夢小蔵」（資料館）を八千代座スタッフに案内してい
ただけます。見学料はお一人様 520 円（15 人以上の団体の場合は 420 円）。詳しくは、ホ
ームページ https://yamaga.site/?page_id=2 をご覧ください。 
 
2. 米米惣門ツアー（所要時間1時間程度） 
山鹿の豊前街道と菊池川が交わる惣門地区は今でも風情ある街並みが残っています。菊池

川流域は古くから良質の米の産地であったことにちなみ、惣門地区にある商店主たちが、豊
前街道沿いのお店やお寺などを「お米」をテーマに案内する街歩き型の散策ツアーです。185
年続く麹屋、明治時代より続く造り酒屋、せんべい屋、お寺などを巡ります。散策中は甘酒
や日本酒の試飲、せんべい焼きの体験などができます。参加料は 600 円（お土産付き）。当
日キャンセルの場合は、キャンセル料が発生します。詳しくは、ホームページ 
http://comecome-soumon.com/index.html をご覧ください。 



3. 自由行動 
清流荘周辺には、さくら湯をはじめとした立ち寄り湯や、山鹿灯籠民芸館などがございま

すので、自由に散策するのはいかがでしょうか。清流荘周辺の観光情報は、山鹿温泉観光協
会ホームページ http://www.y-kankoukyoukai.com/index.php をご覧ください。 
 
また、車で30分ほどのところに今年のNHK大河ドラマ“いだてん”ゆかりの地である和水町

があり、金栗四三ミュージアムや生家記念館など見学いただけます。詳細は、ホームページ
http://www.kanakurishiso.jpをご覧ください。 

 
 
会場へのご案内 
路線バス 
• 熊本駅または熊本交通センターから

「山鹿温泉行き」の産交バスにご乗車
ください。清流荘最寄りのバス停は
「山鹿下町」ですが、行先番号[京 5] 
[京 6] [京 7]のバスは「山鹿下町」を
通りませんので、これらのバスをご利
用の際は「温泉プラザ前」にて降車し
てください。所要時間は約 80 分、運
賃は930円です。 

• 「山鹿下町」から清流荘までは、徒歩
約2分です（約200 m）。 

• 「温泉プラザ前」から清流荘までは、
徒歩約6分です（約500 m）。 

• 九州新幹線 新玉名駅からも山鹿温泉
行きの産交バスが運行されています。
「山鹿下町」にて降車してください。
所要時間は約50分、運賃は720円で
す。 

• バス運賃のお支払いには、全国相互利
用交通系 IC カードをお使いいただけ
ます。 

• 熊本駅と熊本交通センターは現在再
開発工事中です。バスのりばにつきま
しては、最新の情報をご確認いただき
ますようお願いいたします。 

• バスの時刻等は「産交バス時刻表 
https://transfer.navitime.biz/sanko
bus/pc/map/Top」にて最新の情報を
ご確認ください。 

項目 地図記号 項目 地図記号

郵便局
コンビニエンススト
ア / スーパーマー
ケット

交番 ホテル

神社 レストラン

教会 トイレ

博物館/美術館 温泉

病院 鉄道駅

銀行/ATM 空港 / 飛行場

ショッピングセンター
/ 百貨店 観光案内所

外国人向け地図記号一覧

平成 2 9 年 7 月 2 0 日
国土交通省国土地理院
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JR 博多駅 
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産交バス時刻表（一部） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

第 66回トキシンシンポジウム 世話人 
上田 直子 

 
 

お問い合わせ 
〒860-0082 熊本市西区池田4-22-1 
崇城大学 薬学部 薬学科 生化学研究室内 
第 66回トキシンシンポジウム開催事務局 
E-mail: ts66@ph.sojo-u.ac.jp 
Tel: 096-326-4198 
Fax: 096-326-5048（薬学部共通） 
ホームページ：http://www.ph.sojo-u.ac.jp/~ts66/toxinsympo66/index.html  
事務局担当：中村 仁美 
 

熊本駅前 
のりば 1 

熊本交通センター 
のりば 14 山鹿下町 温泉プラザ前 

[京7] 
山鹿温泉行き 10:36 10:46 ‒ 11:55 
[京5] 
山鹿温泉行き 10:56 11:06 ‒ 12:10 
[京6] 
山鹿温泉行き ‒ 11:26 ‒ 12:41 
[京8] 
山鹿温泉行き 11:36 11:46 12:45 12:49 

新玉名駅前 
のりば A 山鹿下町 温泉プラザ前 

[54] 
山鹿温泉行き 10:41 11:22 11:26 
[58] 
山鹿温泉行き 12:23 13:06 13:10 


