
重要文化財5棟は復旧完了
5年後完成を目標に
今から楼門の組立工事がスタート

重要文化財5棟は復旧完了
5年後完成を目標に
今から楼門の組立工事がスタート
境内にある重要文化財6棟のうち、楼門以外は3
月にすべて復旧が終了。全壊していた楼門は、部
材を仕分けて保管する解体格納工事と設計が終
了し、今年度から組立工事に着手することに！ 4月
1日には復興祈願も行われました。

文化財は「使えるものは再利用」が原則。
楼門に使われていた部材72％が修復し
ながら再び組立てられますが、修理だけ
でも部材は1万点ほどあるとか。2023年
度中の完全復旧が目標です。

阿蘇神社 権禰宜 池浦さんと文化財建造物保存技術協会の皆さん

楼門は解体工事が終了。写真は工事中の跡地から撮影

一の神殿一の神殿 二の神殿二の神殿

三の神殿三の神殿

楼門跡地楼門跡地

お話を伺いました

阿蘇神社 権禰宜
池浦秀隆さん
「今がようやく折り返し地点。大切な阿蘇の文化財
を守り、後世に残していくために、様々な支援に感
謝しながら、皆で協力して復興に努めて参ります」

問合せ ℡.0967-22-0064
（阿蘇市一の宮町宮地3083-1）

写真右から2番目

2019年

2023年度中

今ココ

阿蘇神社 楼門の
組立工事が
スタート

すべての工事が
完了！

阿蘇神社復旧
4月

震災後の倒壊した
楼門（H28.8月）

復興祈願の様子
（H31.4月）

阿蘇のシンボル『阿蘇神社』

現在の阿蘇神社の様子は
右のQR動画をチェック→

※H31.4.1撮影

○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）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2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16ページに掲載2019年4月13日号〈28Ｐ〉 TEL.096（285）7007検索エスバイエル 熊本エス・バイ・エルの住まい 熊本

モデルハウスにすぐ住めます
４人家族の方！

【新生活応援】　●全室カーテン照明　●エアコン家具付き　●駐車場は２台

モデルハウスにすぐ住めますにすぐ住めます
の方！ 東町小中校区でお探しなら

東区榎町モデルハウス

������������
�����������
��
	������
��������� �
�������� ����
�����������
�������¡
¢£¤¥¦§¨���
��©ª«¬®��¯°±
�²³´¨µ¶�·¸¹º
»�¼½¾¿¶À�ÁÂ�
��ÃÄ½¼¼Å�ÆÇÈ
��ÉÊËÌ��ÍÎÏ�
��ÐÑÒ¯½ÓÔÕÖ×
���ØÙ�ÚÛÜ�	Ý
Þ��ßàáâ�ã¦äÑ
��å¦æçèé�êë�
���ìÒí³îïðÜ�
ñ�òÂóôÂõ� ö÷
����ø÷�Ü����
��ùúûüý�³´¨µ

þ�����������
���ÿ~�� �}|{[
��\]Ü^�_\` ö
��`�@?>=<;: �
/�����������
��.-,+�Ø�*)(
�����������
��'÷_|&¡¸%$#
"�!.0�1�2345
Þ6�
	�������
������������
�7���� �¯Ò8í
ñ����������
��}|{[½9[A5B
��.'C}¹�DEFG
H����������
����������IJ
��ÏKLMNOPQR�
������������
����¡¢�ST(UÏ
��¹�Û|÷_{Ü��
��(U���½�5�°
���£�¤¥¦§¨�©
������}�{Ü�Ï
������������
��^�÷������
��ª��«¬®¯°�
��
	�1�¾\Ú�'
��±�²³��´��µ
�����
������
Þ���¶·¸¹�º��
����»¼������
�������³�½��
���ÿ��� ���=�
ñ��¾�º¿¾�§¨�
����ÀÁÂÃÄ���
��ÅÆÇ>H� : �

þ�ÈÉ�Ê��ËÌÍÎ
��ÅÇËÏÐ�Ñ���
�����µÒÓ�Ô��
���µ�ª�ÚÛÜ��
/��¾Õµ�Ð���Ö
���×ËØÙÅÆÇ��
�����ÚÚËÛÙÜ�
��ÝÞ½���ßàáâ
��ãäåæç�����
Þ����è�éÁÃêë
��ì¹�í������
������½�����
ñ�îÆïðñ°ò×óÔ
��ôõ¡ö�÷Ó�øù
��úûüýûþÿ~}|
��ñ{[�©Ô����
þ��\]^_¦`���
��¡���ò��C��
����@?@>=��Ü
����<;:�����
»���/.-Ú,���
»��+*¹�º����
���Í)('&%$#"
��!æ012345�6
��È´���¡¢®Ï%
��Ü��£1¤¥¦§¨
���¾©ª«ª½«÷�
��¬í®¯«°±¥²³
����78Ã�©���
��´î�µ�å¶·¸�
Þ¹��ðÚ¦9����
Þº�\]^_¦����
���ABCDE����
ñ���78Ã���»¼
ñºÑ�íËFG����
�����`ËHÙÅÆÇ
H�I�JËÌ�>þ½:

þ¹Öé`ËKLÅÇM�
�¹¬áÀ�$ËN		�
»�OP�²³�Q³¿³
��¾¿À�ÁÓäÂ��
/��RS¶T×U��¿
���ê\�îÃÄ���
��àáÑ��Ë�áé�
�¹��ï�¾Ë�éÁÃ
Þ��/�óÆ��¦��
Þ�����Ã%Ë���
����¬�§¨����
ñ�§������º�
��ÅÆ³Ç�_ÜÈ�É
��ÊOËÌÍ½�Î	Ý
��ÏÁÓ��ÐÙø|÷
H��,���
	��
H�����é8Þ�¦�
þ�Ü���������
þ��
�´���ÑÒ½
��ÚÛÜ�\ª�Ó��
»���¶��!����
»����Ã�´Ñ���
»Ô������²Ð�
���³ºß����� 
���QÑÕ{Ü� ���
���Ö{÷|�õ×Ø�
/Ù�����Ú¿Û�
��ÜÝÚÛÜ���Þß
����¹Ð8Ãñ���
��ú�� �������
Þ��������Þ��
�7��ºÐÓJ����
��0��Ë��,��
ñ¹�èQ�QRàáâã
ñº�����ØÙ^Ü�
���ËGàáÑ��`
H7LÅÇM�>þ7 :

þ��Ë�Ë�UË���
»��L��$	��;�
����JJJ(`���
/�ª��ó"�����
/��ÚéÁÃ
���¡
��á¡¢£¤ËÏ�¥�
���ÜË�Lóá¦§`
���ÆéL¬(¨©ª«
��ä¯å\æçÈÉ�Ë
Þ�ª�¬45`Ë®Ü�
����Ë¯�¶°±²³
�6ª��ó"��`��
ñ���Ë��´µ¶�·
ñº�����è����
�º¸���¹º»¼Þ!
��½¾¿À	�����
��>=<;é ¬®ê5:
��ë=ìí îïý�Ø
��H��;ý²	ð�ñ
���¿³¾��ÁÂ�·
»��Ë��ÃÄÅÆÇÈ
»6�Ü��������
��É�	�Ê�²³�Ë
��ª���èQ���
/��ÌÍ(�¥�àÃ�
/6�Ü��������
���	�Ê�6È´��
������³��³ð�
���\Î©Lâ�ó×�
Þ���Ï	A�����
Þ��ÐÑÒÓÔÕÖ¢�
���ÜË�Èï7�º
��×LØ×�	�ÙÚÆ
��ÆÛ(>¬®ê5: �
��ÜÝÞÔ������
þ�ßàËG/áËÙ$�
þ��Ó�Ê�·>��:

� ���� �� �

þ�ÜËÏÅÇË�âãä
»��åæá¬%�$ç�
��ÚÛÜ�ò�óÜô�
��õö÷¯Ï3�ø�C
/��
ÀÆ��4ùÒí
��òú��Ð)(�ûü
��ª��³������
����¬�	��I��
Þ�±èé¶ËÜËà�¬
Þ6Q�Ò(§ÊêËK�
��[ëóÃTâìí�`
��Åý�ý�½þÿÉ�
ñ��îÙïðñòäó4
��»ôõ·ö��Æ(»
��÷Ïê�ø¬
	�ù
��ÏÙø|÷~Ò1}|
þ�§¨�´�Ê��ú�
þ�û§���J����
��üÎýþ�½��ÿ~
���§Êê}C?@��
»�ª�<|�{÷[¨\
»��L£���Ø¡]^
����{[\�Ó�º
���Ôçç��]ä45
���©�_`��@?Õ
��>=1CÙ<°���
���^Í({[_��³
���3�`�@îô?>
��=�<;:�����
��;:/.�-�,+�
Þ7�8Ãá�/.-,¦
Þ*��I�³ÙðÓ��
���+©N*Ê����
ñ���)³ÈÉ�`��
�������)(ú'+
�6(Ù7����ÈÉ�
��>H*&% : ��

þ�;ýîïý)(ý��
��¹�Û|÷�À���
Þ�$#"ý�!�¸÷¹
���0�1½��½23
ñ�45Ö6�Õ78	Ý
ñ�å�9\A5¨µ��
���������BC�
��D¿ë=ìí EFGH
��Ö�_Ü<6�ÕÊO
��¢£\=IJK���
��LM\åNÓO���
��>PQ: ������
��RQ�SSTU�÷�
��ÜýÜ���� ¡¸÷
���\�÷���� ö
��Ü÷\�{Ü���
��¡¸% ö��÷��
ñ�	ÂB@������
ñ�Ö�_Ü<6�ÕÊO
��¢£\�������
��LM\(ú�����

þ���ý��â�å��
»�¡¸ ö������
»���ý��â�å��
/��\{Õ�Ü�
	
/�6�Õ½������
����ý�¡¸ ö��
�����Ø�÷��_Ü
Þ�¡¸ ö��ý��U
���9��È48���
��á�����AÑ��
��������é���
������C�����
��>ª«¬®�Ù¯°:
��³´�¨µ�����
»�åÒ*¡�JÙ_{}
��¼ä5�Ò ���
��0�8��½M���
��«�½�1*�<��
Þ�ý�{÷�Ý\{Ü�
Þ�9Ù\}Õ_Üº~�
����ýH��¡¸;F

þ���ý�ý
	ý��
�����÷ý�}ý��
����1���½Ò��
��Ï�¾½��Ï���
���5È�½Ò��Ï;
���Jý��Ñ½:�
ñ�Õ��Û}¾����
����Q öÜ�� ý;
þ��í*½��ûýà
���î�µ�«Ø¡¢�
»��£\Ù÷_%ÛÜ�
��ú�Õ��¤¥¦ý§
���4¨��©ª«¬�
��Ï�®	¯°±²ý³
���RQ��÷�\]´
��\9���Ù�Ü�
��`÷ÝC�ò~� ��
�����÷��µä¶¤
Þ�·¦Ð/ò?BB��
����'÷_|\�&%
ñ�Õ��Û}¾����

��¸«Ü�¹ÚÛÜ��
���Ø÷��Ö¹ýº;
/�º	õ¸C ö÷ý;
���}|{[)=¾¹�
��Å)(\�»¼½É�
Þ�º	õ¸C ö÷ý;
���óÜô¾ÛÜÖ÷¹
ñ�¿�·Ø�¹��¹�
���¸ÜýÜ�\Àõ{
��Ü�QÑ\ÕÁÙ`�
þ�ÂÃ��Ü{Ü<ý;
��ÄÅ½�õ�ýº	�
»���{�Üýº;�
��Æ���[ÜÀõ{Ü
����ÇÈÉÊ�î��
��;ýº	õ¸C ö÷
��[«ÙÙ¤æË�ÌÒ
Þ�§�}4��÷¹÷�
��«Ü�ó�ÊÍº��
�ºº	õ¸C ö÷��
þ�¸ÀÎÏÐÑ�ÒÓ¹

�
�

�
�

�
�

�
�

�

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。


