
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2016年7月23日号 〈40Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は28ページに掲載

桜木４丁目
モデルハウス見学会

Tel.096（285）8091

― 予 約 受 付 中 ―

桜木
モデルハウス見学会

最
新

検索ファミリーステージ 熊本

最
新
最
新
最
新

こだわりの間取り、素材、家づくりのヒントがここに!!

NEWSLDKは
広々20帖！
収納たっぷり

桜木中まで
約230ｍ！
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　先週号に続き、阿蘇復興を応援するツアーを
ご紹介。そば打ち、ハーブ畑で試飲…と“体験・
あそび”がてんこ盛り。さらに田楽定食、県外か
らのファンも多い人気店のプリン＆パンの“ご
当地グルメ”まで！ 「あそ望の郷くぎの」で買い
物もできます。

■料　金 　日帰り・大人1人　

※小学生以上同額・
未就学児500円引

■スケジュール
市民会館前（8:30発）＝南阿蘇農園（10:30
～11:10／レモングラス畑見学・ハーブ
ティー試飲）＝山水苑（11:30～13:00／特
製田楽定食）＝めるころ＆キャラメルプディ
ング（13:20～14:00／おやつタイム）＝久
木野「そば道場」（14:30～15：30／そば打
ち体験）＝あそ望の郷くぎの（休憩・買い物）=
市民会館前（18:00頃着）
最少催行人員各日25人、添乗員同行、昼食1回
※天候その他の事情により、行程が変更の場合あり

■出発日　＊各日バス1台（40人限定です）
　　7月30日（土）、8月1日（月）・5日（金）・
　　　 　8日（月）・10日（水）

TKU ヒューマン
申込み

昼食場所の「山水苑」は、地元でも評判のお店。囲
炉裏を囲んで熱々の田楽に、たかな飯、だご汁と
お腹いっぱいに。3500円相当の特別定食です！

復興応援ツアー3800円
～阿蘇のご馳走＆体験が満載！～

旅活企画

バス日帰り
〈PR〉
旅活企画

たかな飯＆だご汁＆田楽、絶品です

自社工場の石臼で丹念に挽いたそば粉を
使った製法で、本物の「そば打ち体験」を。
お子さんでも楽しくできます

☎096(359)3488
受付／9:00～17:30、土日祝休み

旅行企画・実施／TKUヒューマン
北区徳王1-6-52TKUぷらざ２階（熊本県知事登録旅
行業 第2-232号）、総合旅行業取扱管理者／西恵津子、
企画協力／熊本リビング新聞社

E-mail： ryokou@tkuhuman.co.jp

“阿蘇”復興応援ツアー第2弾
「九州ふっこう割」を活用した

3800円（税込）

●この商品は、国の九州観
光支援交付金により、7000
円助成を受けています

※7月30日（土）のみ「めるころ」が「カフェ ティッペル」
に変更となりバウムクーヘンが提供されます

●国の交付金を活用した事業のため、取扱額が上限に達し次第、
販売終了となります

そばは、お土産に
持ち帰れます

これぞ、阿蘇名物

＊国からの助成金7000円を受けて

第2弾

そば道場でそば打ちに挑戦！　

あか牛＆やま
めも

入った特別仕
様

ハーブティー
の

お土産付き

雑誌の特集やガイドブック
には必ず載るパン屋さんと
スイーツのお店をはしご。
チーズ入りのパンとこだわり
プリンをどうぞ！

ハーブ農園では
ハーブティーを試飲

「めるころ」＆
「キャラメルプディング」
ご当地グルメに舌鼓！

おやつ代も
含まれてます

＊7/22（金）10:00～受付開始

レ
モ
ン
グ
ラ
ス
茶

（
７
０
２
円
）を
１
人
１
箱

プレミアム版

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


