
熊本の史跡や地域の宝を
世界に発信

熊本城、細川刑部邸、水前寺成趣園、霊巌洞、
細川ガラシャ、ジェーンズ邸
そして阿蘇、を英語でガイド

NPOディスカバリーくまもと

ボランティアの会

Established 2007

63members as of 2015
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その始まりは・・・・
個人的興味 Personal Interest

＊熊本城の素晴らしさに感動!

＊世界に（英語で）紹介したい！

＊その歴史を学びたい・・・・

＊一人ではもったいない・・・

＊Share the feelings and knowledge

with Kumamotonian

熊本県下の人々と共有しよう・・・・

＊講座を開こう！！ 2



2006年 第一回
「熊本城英語でガイド養成講座」開催

熊日や毎日新聞・西日本新聞で紹介される

講師：熊本城の歴史専門家達

・まず日本語で学ぶ

・そして英語で知ろう！

・約４０名参加

（内28名ガイド活動へ参加）
（女性80％） 現在男女半々

3



英語で修了書授与

卒業後ボランティア活動希望者はディスクの会へ入会



学んだだけではもったいない・・と
英語でガイド活動開始（2007年）

熊日記事

西日本新聞
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英語でガイド発足１年

＊１年前にガイドした

アメリカ・オレゴン州の高校

生たちが戻ってきた！！

＊再会の喜び

＊ママさんメンバーの活躍

＊ゲスト満足！

＊でも、もっと満足したのは

ガイドたち自身！

＊自信がついた！
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６年経過：世界各国からのガイド依頼
《しかもリピーターからの依頼》増加

アジアから、韓国、中国、タイ、インドネシア、ベトナム

マレーシア、フィリピン、ラオスなど・・

アメリカ、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、ロシア、

イタリア、オーストラリア・・南米からブラジル、ペルー、

ボリビア、そしてアフリカ大陸から、ケニア、エジプト、

ルワンダ、セネガル、モザンビークなど延べ約３０ヵ国

 一度訪れたゲストが熊本の魅力をＰＲしてくれた！

 国際交流も深まり広がっている！ 7



各国の大使館からも依頼を受けて・・・・
アメリカ大使、インド大使、スリランカ大使、
イタリア大使館公使、韓国公使などをご案内
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各新聞に掲載
毎日・讀賣・朝日・熊日



各大使の印象的
コメント

米国大使館 John Rooth現大使

”熊本が大好きになった“

インド大使

世界中の火口を見て

きたが、阿蘇の火口は

特別！！でも、

東京のインド大使館勤
務の日本人でさえこれ
に気づいてないよ！

情報発信強化
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熊本観光促進へ積極的に貢献

ミニ旅行博覧会毎年参加

各国政府主催の自国観光PR

＋熊本の観光誘致

熊大サマープログラム
毎年サポート

国内外の研修生や留学生を
ガイド

 他団体との連携・協力

UNICEF Kumamoto 

「アフリカこどもの日」

Friendship Force Kumamoto

熊本日米協会

カントリーゴールド水前寺公園/城

 国際会議参加者をお城へ
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2010年団体名称変更

ディスカバリーくまもとボランティアの会

 組織の強化と活動趣旨の明確化
ガイド活動、観光促進、国際交流 の3本柱

 新プロジェクトへチャレンジ

≪次世代教育≫≪観光人財育成≫

外（世界）との交流も大事だが・・・・

内（地元）との親交も大事・・・・・と

地域振興、地域活性化、を意識した活動導入
各校区の人々との親交を深め、

 他のボランティア団体とのネットワーク強化
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決心も新たに・・・・美麗世代の取材を受けて メンバー構成
＊アクティブなシニア男女
とヤングウーマンの増加

＊Diversity／多様な人材
元海外駐在商社マン
熊本リターンリタイヤー
ジャーナリスト
PR専門家（IT活用）
プロのガイド
現・元公務員
現・元英語教師
熊本在住外国人
被災移住者（ママと子ども）
英語スクール経営者

などなど・・・・・・



2011年（平成２３年）

子ども英語でボランティアガイド講座 開催
子どもたちには故郷を自慢できる人であってほしい・・・・

＊一新校区の皆さんの紹介

＊小学校6年生総合学習の中で

＊自分たちの地域の宝を

在熊外国人や海外へ紹介

１）歴史を学び・

２）英語を学び・・

３）国際交流をし・・・

４）観光促進に貢献・・・・

素晴らしい活動！！
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僕の英語通じたよ！！



海外のゲストへのガイド実績
(2007-2012)
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NPO法人

ディスクマ

団体運営

維持発展 社会的

信用度高

異業種交流

海外NPOとの
ネットワーク

多様な事業

展開可能

公的機関私企
業からの支援

2012年（平成24年）NPO法人化へ

NPO Discovery Kumamoto Volunteer Org.
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組織強化

•マネジメント力 後継者育成・イベント企画・異業種交流・・・

•マーケティング戦略 観光誘致(PDCA/MICE) 活動支援者の開拓

•情報発信強化 Social Network Service /Communications

•Travel Agency 対応 個人ツーリストへのパーソナルケア

メンバー

•異文化理解／多文化共生

•スキル向上／ガイドとしてのグローバルなマナー

•マルティリンガルガイド育成（韓国語・中国語）アジアとの交流強化

•Safety and Security 安心安全／「楽しませ・心に残るガイド」

新開拓

•阿蘇を知る/学ぶ もっと “世界の阿蘇へ”

•五家荘 ・清和文楽 その地域の人々と共に…

•その他 （歴史回廊の活用強化）

これまでの活動から学んだこと・・今後の課題



Part Ⅱ
ディスクマメンバーの新たな挑戦

 From Lecture type guide to 

“Story-teller” 

and “Entertainer”

make foreign guests enjoy and happy,

then make them as your personal friends!
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Promoting Tourism in Kumamoto 

with  People in the Community 

Through the project of educating, training 
children to be the future volunteer guides.

Through the “Global Hospitality Seminar” to the 
tourism associations or institutions in the entire 
Kumamoto Prefecture.  

Collaboration with the local governments and 
other volunteer groups in the Kyushu region.
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Make friends globally !!

When tourists visit Kumamoto, they are just 
strangers but  when we say “good-bye,” to 
them, they have already become our friends!!

Get in touch through Face Book or e-mail!!

Please come again with your friends and 
families!

Tell your friends about Kumamoto as your 
second hometown!!
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2020 オリンピックにむけて

≪外国人いらっしゃい!≫
を日本中で、九州で、そして

熊本県下で広げよう！！

 February, 2015 

 NPO Discovery Kumamoto Volunteer Organization
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