
○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27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17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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ツアー申込み

＊8/26（金） 9:00～予約受付開始

TKU ヒューマン
☎096（359）3488

　阿蘇の復興応援ツアー第5弾は、南小国町を
代表する観光地・黒川温泉をのんびりと巡りま
す。昼食＆温泉は、憧れの旅館「山みず木」の別邸
で2014年に誕生した「深山山荘」。３つの温泉
施設に入れる入湯手形がもらえるから、温泉の
はしごも可能！　河津酒造では、こだわりの酒造
りを肌で感じられる蔵見学と試飲ができます。

■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（8:45発）＝大津道の駅（休憩）
=黒川温泉・深山山荘（11:30～14:00／昼
食・温泉）＝黒川温泉街（散策／どらどらアイ
ス1人1個プレゼント）＝三愛レストハウス
（14:40～15：10／買物）＝河津酒造（15：
30～15：50／見学・試飲）＝市民会館前
（18:45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）
9月7日（水）・10日（土）・16日（金）
　20日（火）・26日（月）

「深山山荘」の敷地内にあるレス
トランで昼食。肥後牛のステー
キなど、県産の旬の食材がたっ
ぷりの目にも鮮やかな全9品の
会席をいただけます。温泉は源
泉掛け流しの大浴場で、川の音
をBGMにのんびりどうぞ！

復興応援ツアー3800円
～黒川温泉とっておきの、おとな旅～

旅活企画

バス日帰り
〈PR〉
旅活企画

小国郷の緑と川のせせらぎ…
日本の原風景を感じられる話題の旅館！

木々と清流に囲まれた温泉街を散策。路地には
個性的なお店がたくさん！　お土産を買ったり、ス
イーツの食べ歩きができます

料金には温泉パス
ポート「入湯手形」
も込み！　期間は
半年間あるのでツ
アー後も使えます

写真はイメージ

どら焼きでアイスを
サンドした人気ス
イーツ。6種のアイス
から選べます

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5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

●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

＊国からの助成金7000円を受けて

第5弾

黒川温泉街を散歩しながら
湯上りスイーツをどうぞ！

プレミアム版

黒川名物！
入湯手形付き

イーツの食べ歩きができます

「どらどらア
イス」を

1人1個プレゼ
ント

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。


