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お問い合わせ
お申し込み

旅行企画
実施

ホテル湯の児 海と夕やけ

熊本県知事登録旅行業　第 2-207 号
肥薩おれんじ鉄道（株）　八代市萩原町1丁目1番1号
総合旅行業務取扱管理者　薬丸 剛

旅館での美味しいお食事と
ゆったり散策を楽しむプランです

お手軽＆お得な
宿泊付きパック

掲載されているプランは九州観光支援交付金
による助成をいただいております

※SUNSET  DINNER
イメージ

熊本発▲水俣市泊
モデルコース

国の九州観光支援交付金により大人3,500円・小人1,400円の助成を受けています

新幹線
（自由席）

おれんじ
食堂

宿泊

国の九州観光支援交付金により
大人・小人とも 14,000 円の
助成を受けています

【料金に含まれているもの】　○乗車券　○座席指定券　○食
事　○お土産　※ご不明な点などございましたら、下記まで
お尋ねください　◇1名様からご利用いただけます

【料金に含まれているもの】　○ＪＲ・おれんじぐるりん切符（ワイド版orエリ
ア版）　○おれんじ食堂座席指定券　○おれんじ食堂食事　○お土産　
○宿泊　※上記の旅行代金は基本料金となります。休前日UPやお日にちに
よってアップ料金がございます。詳細は、下記までお尋ねください　
◇2名様からご利用いただけます　◇添乗員同行なし

【料金に含まれているもの】　○八代～川内間の 1日フリー乗車券　○昼食代　
○入浴代　○駅～旅館の送迎付き　※ご不明な点などございましたら、下記まで
お尋ねください　◇大人 2名様からご利用いただけます　◇添乗員同行なし

※おれんじ食堂はご利用いただけません おれんじ食堂BREAKFAST利用

＊ほか、城山観光ホテル・鹿児島サンロイヤルホテル利用プランも
ご用意しております。詳しくはお尋ねください

熊本発▲薩摩川内市内泊
モデルコース

国の九州観光支援交付金により
大人・小人とも 8,000 円の
助成を受けています

おれんじ食堂SPECIAL LUNCH利用

でお得に行く
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美食の旅美食美食美食 旅旅

肥薩おれんじ鉄道（株）営業部 予約センター
〒899-0203　鹿児島県出水市上鯖淵 717-2   FAX.0996-63-3567

受付／9:30～17:00（年中無休）

☎0996-63-6861 ＊旅行代金はすべて税込

旅行代金
大人
国の九州観光支援交付金により大人4,500円・

小人3,500円の助成を受けています

おれんじ食堂    便 BREAKFAST1
5,000円 2,500円旅行代金小人

出水駅 7:53 発 ▲ 新八代駅 9:39 着

旅行代金
大人 17,800円～ 12,000円～旅行代金小人

旅行代金
大人

1日フリー乗車券+グルメ

2,400円
小人も同額

水俣の湯の児・湯の鶴の 4つの
旅館からお好みでお選び頂けます

国の九州観光支援交付金により大人・小人とも8,000円の助成を受けています

ホテルタイセイアネックス利用

旅行代金
大人
国の九州観光支援交付金により大人5,000円・

小人5,000円の助成を受けています

おれんじ食堂    便 SPECIAL LUNCH2
16,000円 9,000円旅行代金小人

新八代駅 10:08 発 ▲川内駅 14:19 着

旅行代金
大人
国の九州観光支援交付金により大人7,000円・

小人7,000円の助成を受けています

おれんじ食堂    便Ｂ SUNSET DINNER3
11,000円 5,000円旅行代金小人

出水駅 16:38 発 ▲新八代駅 18:36 着

LIGHT MEAL

軽
食
プ
ラ
ン

旅行代金
大人

国の九州観光支援交付金により大人1,500円・
小人1,500円の助成を受けています

おれんじ食堂    便Ａ3
5,000円 3,500円旅行代金小人

昼
食
プ
ラ
ン

旅行代金
大人

国の九州観光支援交付金により大人 3,000 円・
小人 1,500 円の助成を受けています

7,000円 4,500円旅行代金小人

川内駅 14:52 発 ▲出水駅 16:28 着

沿線の素敵な風景に
癒されながら、地元の食材に
こだわった料理に舌鼓

熊本発▲鹿児島市内泊　モデルコース
【1日目】 熊本駅…新幹線自由席…鹿児島中央駅・市内観光・宿泊（1泊朝食）
【2 日目】 鹿児島市内観光・鹿児島中央駅…新幹線自由席…川内駅
14:52 発…おれんじ食堂 SUNSET DINNER 食事プラン…新八代駅
18:36 着…新幹線自由席…熊本駅

熊本発▲鹿児島市内泊　モデルコース

旅館薩摩の里

7,800円 6,000円～～ 24,800円
旅行代金大人 旅行代金小人旅行代金大人 旅行代金小人

13,800円～～

美食切符

日帰りプラン
おれんじ食堂
パック

観光列車

おれんじ食
堂

＋

9/30
ご利用分
まで

湯船にしっかりつかって
体を芯から温めましょう

夏の定番『そうめん』は

温かい『にゅうめん』もオススメ

内臓を冷やさないために
常温やぬるめの飲み物を

専門医を受診して、
体質改善に
取り組んでみましょう

疲れもとれて、熟睡モードに

豚肉や野菜、薬味を添えてバランスよく。

“ヒンヤリしてて美味しい”が落とし穴！

冷えすぎて我慢できない、
だるくてしかたがない…

温活
習慣

SOS
温活
食べて

のときは

温活
リセット

　暑いし面倒だからと、夏場はシャワーだ
けでサッと済ませてしまうという人も多い
よう。でも待って！　夏こそ湯船にちゃんと
つかる習慣を。冷え気味の人でも体を芯か
ら温めれば、体温調節機能も正常に戻すこ
とができます。
　さらに入浴によって体温が上がれば基
礎代謝がアップして、“痩せやすい体質”
に。お肌のターンオーバーも正しくなり、
肌コンディションもいい状態に。もちろん
疲れもとれてリフレッシュ、体がポカポカ
しているうちにベッドに入れば、自然と熟
睡できる…と、いいことづくめです。

　冷房完備の部屋で、キンキンに冷えたビールや清涼飲料水…、確か
に美味しく感じられますが、冷たいものの摂りすぎは体にとってはＮ
Ｇ！　内臓が急激に冷やされ、消化器官の機能が低下して、食欲減退・
下痢・夏バテなどのリスクが高まるからです。
　また内臓が冷えた状態では、リンパの流れが悪くなり、老廃物や余
分な水分が排出されにくくなり、むくみも起こりやすくなります。さ
らに冷たい飲料は温かいものに比べ、ついガブガブ飲んでしまうた
め、水太りにつながることもあります。
　どうしても冷たいものを摂りたくなったら少しゆっくり飲む、
HOTドリンクはちょっと…という時は常温にして飲むなど、自分な
りの工夫をして、内臓を冷えから守りましょう。

　スーパーの冷凍食品売場の前にくると、頭が痛く
なる。室内外の温度差には注意しながら生活してい
ても、ずっと不調…。深刻な状態が続いているなら、
一度婦人科で診察してもらってはいかが？
　福田病院の「漢方外来」（水曜午前・土曜午後のみ/
予約制）では、夏バテや冷え性対策の漢方も処方して
もらえます。生活習慣を改善してもどうにもならな
い。原因が不明…という人は、専門医のアドバイスに
耳を傾けることをぜひお勧めします。

Point

福田病院 栄養サービス部 澤田部長に伺いました

39℃前後のややぬるめのお湯に、10
～15分ほどしっかりつかるのがオス
スメ。お風呂上りにはきちんと水分補
給＆保湿ケアすることもお忘れなく

Point
暑さからくるストレスや温度差だけでなく、栄
養バランスの悪さも引き金になる「夏バテ」。基
本は、３食しっかり摂ること！　食欲が落ちがち
のときは、香辛料を少し効かせてみたり、酸味の
ある味付けでさっぱりいただくのも◎。ナスや
トマト、オクラ、ししとう、きゅうりなど“夏野
菜”もモリモリ食べれば、夏バテも撃退できます

Point

♥相思相愛

季節を問わずオススメなのが“白湯”。ひと肌より少し
熱めの50℃くらいのものを好きな時に1杯、2杯…。特
に寝起きの水分補給にはもってこい。ぜひお試しを

Point
発熱したときに役立つ体温計。実は「冷え」具合を測定するにも
効果的です。乳幼児がもちいる耳式体温計なら、わずか1秒でよ
り内側の体温がチェックできます。34℃台なら、一度受診を

　夏といえばどの家庭でも食卓にのぼる
のが、そうめん。さっぱりしていて食べや
すい反面、ちょっとした問題点も。炭水化
物は十分に摂れるものの、不足する栄養素
も多いからです。
　中でもビタミンＢが不足すると、せっか
く摂取した炭水化物をエネルギーに変え
ることがスムーズにできなくなり、疲れや
すくなることもあります。ビタミンＢとい
えば、代表的なのが「豚肉」。冷しゃぶにし
て、そうめんにトッピングすれば栄養面も
ボリュームも◎。
　夏野菜のナスの素揚げやネギ・生姜・ミョ
ウガなどの薬味を添えれば、食物繊維など

も豊富に摂れ、風味豊かにいただけます。
　さらに暑い季節にフーフーしながら
「にゅうめん」をすするのも一興。体がポカ
ポカあったまる、まさに一押し「温活時短
メニュー」です。


