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●診療時間　午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 　昼＝午前10時～午後4時　夜＝午後6時～午後11時熊本市

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

休日在宅医
※詳細は21ページに掲載

★都合により医療機関変更の場合があります。電話で確認の上、お出かけ下さい。
　受診の場合は保険証を持参して下さい。ない場合は自費診療となります。

検索JR九州ウォーキング
大好評! フォトコンテストも開催!※ウォーキングコース内にある有料施設をご利用になる場合や現地までの交通費は、各自のご負担となります。

※スタート駅及びゴール駅には「ウォーキング参加者用の駐車場」はございません。列車をご利用ください。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。　※写真はすべてイメージです。
※コースに関するお問い合わせはスタート駅または最寄駅へお尋ねください。

3日（日・祝） JR荒尾駅 世界文化遺産・三池炭鉱専用鉄道敷跡を歩き万田坑へ

9日（土） JR原水駅 菊陽町「すぎなみフェスタ」満喫ウォーキング！

10日（日） JR人吉駅 九州の小京都　秋の人吉城下と国宝青井阿蘇神社散策

23日（土・祝） JR八代駅 九州三大祭「八代妙見祭」ウォーク

24日（日） JR田原坂駅 「西郷どん」ゆかりの西南戦争遺跡とふれあいの丘交流祭りを訪ねて

①スタート受付 ②「コースマップ」を受け取り、ウォーキング開始! ③ゴール受付（ゴール時にスタンプカードのポイントを貯めると素敵な賞品をプレゼント）

JRに乗って、家族や友達と秋の九州を歩こう!

参加費無料

事前申込不要

ポイント達成20周年オリジナル賞品
10
point

・オリジナルピンバッジ
・コースマップケース

30
point

パッカブルリュックトート

20
point

または

※各種賞品の色はお選び頂けないことがあります

灯りの祭典みずあかりを巡るウォーク

■コース距離／約6km ■所要時間／約3時間
〈スタート受付〉12：00～19：00　〈ゴール受付〉22：00まで
ろうそくの灯りが熊本の夜を彩り、「城下町大にぎわい市」では熊本の食・物販が楽しめます。

11
月

※大雨などの悪天候時やコースに障害が発生した場合等、安全上開催が難しいと判断した場合は、ウォーキングを中止する場合があります。中止の場合はJR九州の主な駅およびJR九州ウォーキングホームページに掲示してお知らせします。

アクティブ
アルミボトル

40
point

土台しっかり4脚チェア

阿蘇復興祈念！水と食と大自然の恵みを歩いて感じるスペシャルウォーキング

■コース距離／約10km ■所要時間／約3時間

※肥後大津駅～
　宮地駅はシャトル
　バスを運行（有料）

〈スタート受付〉8：30～12：30　〈ゴール受付〉16：00まで
綺麗な水においしい食べ物、歴史や広大な大自然！魅力溢れた阿蘇を堪能しましょう！

9月7日 土
【 スタート駅 】

JR宮地駅
熊本

キャンペーン
熊本
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熊本
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【
ゴ
ー
ル
】 ヒバリカフェ馬ロッケ

九州・山口の祭り&グルメが熊本に大集結！「祭りアイランド九州」を楽しむスペシャルウォーキング

■コース距離／約5km ■所要時間／約2時間
〈スタート受付〉9：30～13：00　〈ゴール受付〉16：00まで
「祭りアイランド九州」が開催されており、熊本市内は大賑わい！各地の歴史や文化に触れることができます！

9月28日土
【 スタート駅 】

JR熊本駅
熊本

キャンペーン
熊本

キャンペーン
+1+1
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【
ゴ
ー
ル
】 菅乃屋　馬かぁホルモン焼き祭りアイランド九州
徒
歩

10月12日土

【 スタート駅 】

JR熊本駅

古代山城「鞠智城」と菊池まちなか散策

■コース距離／約10km ■所要時間／約3時間
〈スタート受付〉8：30～11：15　〈ゴール受付〉15：00まで
鞠智城や菊池神社、市内を一望できる展望所など、菊池の歴史文化を感じるコースです。

10月20日日
【 スタート駅 】

JR玉名駅
熊本

キャンペーン
熊本

キャンペーン
+1+1

秋景「立神峡」ウォーク・しょうがの里を訪ねて

■コース距離／S約7km/L約13km ■所要時間／S約2.5時間/L約5時間
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：30まで
清流に沿って、2つの「吊り橋」を渡り「立神峡」に向かいます。石橋公園では「しょうが祭り」が催されています。

10月27日日
【 スタート駅 】

JR有佐駅
熊本

キャンペーン
熊本

キャンペーン
+1+1

2019年 秋編

JR九州熊本キャンペーン特別コース!
熊本県内全コース、ウォーキングスタンプをさらに1ポイント!

●秋のみずほ祭り
熊本駅白川口前広場にて
開催。各種ステージショー
のほか、県内の特産品や
グルメの販売等も予定。

TV番組表はweb公開
できません。


