
○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8月20日号 〈32Ｐ〉
〒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14ページに掲載

会員登録は電話・PC・スマホから！

この人と結婚したい！と思ったら

「レイウエディング」最新号をお届けします

熊本リビング新聞社9:30～18:00（日･祝休）

☎096（359）3311
レイウエディング熊本

http://www.twelvenet.jp/
スマートフォンは
コチラから　

無料のブライダル情報誌
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　阿蘇の応援ツアー第4弾は、阿蘇市と産山村
を巡る旅です。国重要無形文化財の楼門が倒れ
てしまった「阿蘇神社」では、いまの姿をぜひ目
に焼き付け、心で感じてください。お参りのあと
は活気が戻りつつある門前町を満喫。自慢のラ
ンチは、農家レストランで旨みたっぷりのあか
牛焼肉に舌鼓。窓からの景色も最高です！

■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（8:45発）＝大津道の駅=阿蘇神
社・門前町（10:30～11:45／参拝・散策）＝
農家レストラン山の里（12:20～14:00／
あか牛の焼肉定食）＝喜戸とうふ店（14:05
～14:25／試食）＝池山水源（14:40～15：
15／散策・水くみなど ＊容器は各自用意）＝
市民会館前（17:30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）
　　8月30日（火）、9月2日（金）・4日（日）・
　　　 5日（月）・10日（土）・13日（火）

TKU ヒューマン
申込み

ジュワッと広がる肉汁と肉自体
の旨みは驚くほどの美味しさ！
まさに阿蘇の大自然のご馳走
です。昼食代だけで2800円相
当、贅沢なランチをどうぞ

復興応援ツアー3800円
～阿蘇神社と門前町、あか牛グルメ～

旅活企画

バス日帰り
〈PR〉
旅活企画

自家牧場で大切に育てた「あか牛」を堪能

楼門と拝殿が倒壊するなど大きな被害を受けた
阿蘇神社。阿蘇の復興の象徴として歩み始める
同社の“いま”をぜひ確かめてください

☎096(359)3488
営業時間／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

“阿蘇”復興応援ツアー第4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、4500
円助成を受けています

●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

米や野菜、お肉、水にいたるまで、自家製または産山産

＊国からの助成金4500円を受けて

第4弾

阿蘇神社の“いま”を間近に

＊8/19（金）9:00～予約受付開始

プレミアム版

季節ごとに変わる自家製の漬物付

比較的被害の少な
かった一の宮門前
町界隈。個性豊かな
お店を巡ったり、水
基めぐりをしたり、自
由にのんびりと

名水百選にも選
ばれた「池山水
源」。名水は持ち
帰っても◎

お土産に「たの
や」の

シュークリーム
1人1個

毎分30tも！

※写真の肉は２人前

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。


