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2017年10月7日

土曜日

秋 の おでかけ News

食べて遊んで！「い草の里まつり」

イベ
ント

秋にぴったりのレジャー＆グルメ情報をあつめました

好評！ 温泉＆バイキングが2500円

グルメ
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・西岡はるみ歌謡ショー
・熊本城おもてなし武将隊
・琉球国祭り太鼓 ・将棋大会
・熊本クリアーズライブ
・い草ウォーク ・かるた競技大会
・い草コースター射的 ほか

P

●

〔八代市千丁町新牟田1424〕

バイキングランチは、秋の旬食材が満
載で大満足間違いなし！

10月7日～ 9日秋のコスモスまつり

イベ
ント

2500円
1200円

※料金は税込、３歳以下は無料

■住所／阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9
■営業／レストラン11:30 ～ 13:30
os、温泉12:30 ～ 19:00

■住所／八代市千丁町新牟田
1502-1
■問合せ／ 8:30 ～ 17:00

至八代
市街地

小学生以下

ホテルグリーンピア南阿蘇
☎ 0967
（67）2131

☎ 0965（46）
1101

千丁
P 支所

毎週土日・祝日に開催
●料金 大人

阿蘇郡南阿蘇村

せんちょうい草の里
まつり実行委員会

駐在所 ●

温泉入浴＆ステーキ付き

「ランチバイキング」

ホテルグリーンピア南阿蘇

検索 ←

10月7日・8日、お買い得！３周年祭

イベ
ント

エアポートホテル熊本
● ●
肥後大津駅
中央
JR豊肥本線
カントリークラブ

〔菊池市旭志川辺1886〕

遊ぶ

菊池市旭志

道の駅 旭志
旭志村ふれあいセンター

緑川

ＪＡ下北支所 266
●
241
火の君斎場 ●

☎ 0968（37）
3719

火の君 ●
今吉野
マルシェ

■営業／物産館9:00 ～ 18:00
食彩館11:00 ～ 21:00
（コスモスまつり期間中は10：00 ～）
旭志村ふれあいセンター

至熊本市街
● イオンモール熊本

240
南区役所城南
●

検索 ←

●

アイシン

至甲佐

至阿蘇

セントラル病院
国道57号線
至空港

●

阿蘇ミルク牧場
☎ 096
（292）
2100

■住所／阿蘇郡西原村河原3944-1
■営業／ 10:00 ～ 17:00
12月30日まで無休、駐車場あり
検索 ←

阿蘇ミルク牧場

豊後牛の夕食付、心安らぐ上質お宿
豊後牛など地元の美味が愉しめる夕食は
口コミで高評価︒大人を満足させる美食です

グリーンロード

コスモスまつりの期
間中、2000円以上
の買い物か食事の
レシート提出で1回
チャレンジできます

〔南区城南町坂野65-1〕

至御船

GS
●● 325

旭志

新鮮野菜に栗、梨、ミカン、
さらに肉や鮮魚など特産物が
豊富で安い火の君マルシェ。
今度の土日は3周年祭でお買
い得商品が盛りだくさん。城
南町火の君太鼓やおやじダン
サーズなどのイベントも。

豪華景品が当たる！
お楽しみ抽選会 各日 18：00 まで

至川尻

コスモス園

道の駅旭志 ホタルの 至鞍岳
生息地
●
旭志村ふれあい ●
四季の里
センター

宿泊

阿蘇郡西原村

大人気のソフトクリームが両日とも正午から
１時間限定１００円！ ※価格は税別

５０００㎡もの広大な畑に咲き誇るコスモス
は︑秋だけの絶景です︒※文中価格は税込

10月7日（土）～ 9日（祝・
月）は、秋のコスモスまつり。
旭志牛ロースステーキ300ｇ
が1980円（1日80パ ッ ク ）、
県産みかんや梨なども大特
価。食彩館の焼肉盛り1980
円（1日50皿）もぜひ！

「コスモス＆大収穫祭」では、
「コスモス＆大収穫祭」
約150万本のコスモスや、サ 期間:10月7日
（土）～ 9日（祝・月）
ツマイモを使ったどろんこ遊び 「宝芋掘り」や「唐いもフラッグ」
など、秋ならではの景色＆催し
など楽しい限定企画も
に満足！ 7日（土）には、入場
10月7日は感謝祭で入場無料！
料が無料になる「らくのうマザ ※入場料／ 1人350円（3歳以上）、
ーズ感謝祭2017」
も同時開催。 20人以上の団体は1人300円 ※税込
７ 日にはイメージキャラクタ
ー・ミルモくんもお出迎え

図書館

会場

︵いぐさの里公園︶

千丁 P
中学校

大好評につき
「ステーキ付きラ
ンチバイキング」が毎週土日・祝
日限定で開催中。温泉付きで、
ランチの後は阿蘇五岳を望む露
天風呂でリフレッシュ。さらに、
もれなく次回利用できる温泉ペ
アチケットのプレゼントも！

せんちょうい草の里まつり

10 月15 日
（日）いぐさの里公園にて

八代市千丁町

千丁 P
小学校

今年はもうコスモスが咲いているそう︒３
連休は見ごろかも！ ※写真は過去のもの
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至鏡町

3連休は「コスモス＆大収穫祭」！

ボ リ ュ ー ム 満 点 の バ イ キ ン グ 料 理 に︑ 上 質 な
自家牧場 産 の 牛 ス テ ー キ ・ １ ５ ０ ｇ 付 き

い草で作られた勇壮な﹁い草みこし﹂は必見！
祭りは９時 分〜 時 分︒詳細はＨＰを
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「い草発祥の地」千丁町で賑
わ う 恒 例 の 祭 り が 今 年 も！
い草品評会やい草みこしの
他、ステージイベントも盛り
だくさん。1000円で買って
1300円分が使える得々券で、
お得に楽しんで（数量限定）。

体験
遊ぶ

・両日とも先着50人に豪華プレゼント
・8日（日）は空クジなしガラポン
（500円以上買い上げの場合）
・両日とも正午～
1時間限定ソフトクリーム100円！
・丸重チキンハウス、こだいこラーメ
ン、東家キッチンカレー、焼きそば、
ハンドメイド商品などが登場

大人の隠れ宿「和の宿 狭霧
亭」で過ごす寛ぎの秋はいか
が？ 自然に囲まれた露天風
呂と旬の食材が味わえる豪華
な和会席で心身ともにリラッ
クス。右記プラン予約で夕食
の飲み物無料（10/31まで）。

南区城南町

由布市湯布院町
さぎりてい

熊本市城南地域物産館
火の君マルシェ
☎ 0964
（28）8831

■営業／物産館9:00 ～ 19:00
毎月第2水曜定休
火の君マルシェ

【リビング限定】平日宿泊プラン
（10/31 まで、土曜・祝前日除く）
●カップルプラン
通常1万9980円 →1万 2000円
●グループプラン（大人 3 人以上）
通常1万 9980 円 →1万1000円
※両プランともに部屋は離れ形式
和室・内風呂つき
※ 1泊 2 食、大人1人の料金、税込

検索 ←

和の宿 狭霧亭
☎ 0977
（85）
4292

■住所／大分県由布市湯布院町川上
811-1
男女別の露天風呂は、やわらかい泉質 ■受付／ 8:00 ～ 22:00

が好評。滞在中はいつでも入浴ＯＫ

和の宿 狭霧亭

検索←

オータムフラワーフェスタ&ゴールドハロウィンで秋を大満喫

お化けカボチャを描いた

イベントも景色もハロウィンも！
くじゅうの秋を欲張りに楽しんじゃおう
サルビア・コスモス・センニチコ
ウ・マリーゴールドと秋の花々が見
頃を迎えている
「くじゅう花公園」
。
同園では、10月31日
（火）まで“オ
ータムフラワーフェスタ”を開催中。
フェスタ中は、さまざまなイベント
が盛りだくさん、大人も子どもも楽
しめる内容です。
また、10月21日（土）から開催さ
れる、
“ゴールドハロウィン祭”にも
注目。黄色とオレンジで彩られた、
ハロウィン仕様のマリーゴールド畑
はとってもキュート、撮影スポット
としても魅力的ですよ。またハロウ

万株のマリーゴールド畑
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至日田

久住高原
ゴルフ倶楽部

57
至熊本市

●

●
●

竹田
ドラ イブ イン

●

牧ノ元

くじゅう花公園
久住高原
コテー ジ

検索 ←

ミルクロード

くじゅう花公園

●大観峰

■営業／8:30 ～ 17:30※季節により変動あり
■入園料金／大人（高校生以上）1300円、子ども（5歳
以上）500円、シニア（70歳以上）1100円 ※税込

至湯布院
黒川温泉
瀬の本
●

三愛レスト●
ハウス
道の駅大津●

くじゅう花公園
☎ 0974（76）
1422

至大分

久住

●萩の里温泉

〔大分県竹田市久住町久住4050〕

トランプの兵隊が行進する

ィンの楽しいイベントも！ 期間中
にコスプレして来園すると、プレゼ
ントがもらえます。この機会に足を
運んでみませんか？

「そよ風の丘」に広がる100万本のコスモス

「ふしぎの国のサルビア畑」

“オータムフラワーフェスタ”開催中！
～ 10/31
（火）
“ゴールドハロウィン祭”
10/21
（土）～ 31
（火）
●10/7（土）～ 9（祝・月）
・「来園記念証撮影」小さな写真プレゼント！
・レザークラフター「84’実輝弥」
・絵描き+ベア作家さら
●10/7（土）
・8（日）、14（土）～ 16（月）、
21
（土）
・22（日）、28（土）～ 30（月）
・フレアーバーテンダー増田
パフォーマンスショー
●10/7（土）～ 15（日）
・お宿の宿泊券が当たる 「いい宿抽選会」
●10/8（日）・9（祝・月）
・マジックバーワズマ 変面＆マジックショー
●10/15（日）
・九州モトグッツィ＆マニー
2017ラリー inくじゅう花公園
【ゴールドハロウィン祭】
●10/28（土）～31
（火）※カードが無くなり次第終了
黄金探しゲームマリーゴールド畑でカードを探そう。
カードと記念品を交換します。
●10/21（土）～31
（火）
ハロウィンコスプレ大歓迎！
コスプレして来園すると…
ソフトクリームorジェラートの引き換え券をプレゼント

