けられ
なかなか出か
たに…
な
なかったあ
遊び

おでかけインフォメーション

癒しを求めて

トロッコ列車、GWは毎日運行！

宿泊

くまもと再発見の旅、4月28日まで

高森〜中松〜高森駅の往復切符。
乗車日10日前〜 3日前までの予約
・大人1400円
・小人 810円

予約専用サイト→

南阿蘇観光案内所

イベ
ント

■住所／阿蘇郡南阿蘇村久石2807
■問合せ／ 9:00 〜 17:00
みなみあそ観光局

新阿蘇大橋開通で盛り上が
くまもと再発見の旅
る 阿 蘇 に お 得 に 宿 泊 で き ま ●助成金額 〈日〜木曜〉
す！ 熊本県の宿泊助成事業 1万円以上の宿泊→5000円割引
で、対象施設の宿泊料金から 1万円未満の宿泊→半額
〈金・土曜・祝前日〉
最大5000円割引。新緑の阿蘇 1万円以上の宿泊→3000円割引
五岳、温泉、あか牛丼など阿 1万円未満の宿泊→1500円割引
●対象者／県内在住者（日常的に接
蘇の魅力を満喫しよう。

引き上げに伴い
販売一時停止

選べる！ 阿蘇市の宿泊施設

☎ 0967（67）
2222
南阿蘇観光案内所では、レンタサイ
クル貸出中（2時間・500円〜）

リスクレベル

する4人以下・同居家族は5人以上可）

阿蘇郡南阿蘇村

検索←

GW期間中、通潤橋は毎日放水！

阿蘇市の対象施設は、旅館、ホ
テル、民宿、ペンションなどバ
ラエティ豊かな47施設から選
べます。申込みは宿泊施設また
は対象の旅行会社に
直接申込みください
くまもと再発見の旅
専用サイト→

グルメ

阿蘇市

阿蘇インフォメーション
センター

☎ 0967（34）
1600

■住所／阿蘇市小里781
■問合せ／ 9:00 〜 18:00、無休
ASOVO

検索←

人気カフェ&雑貨の２号店OPEN

4/24・25・30、
5/1・3・5
①13:00 〜

※7月以降の放水情報
はこちら→

道の駅泗水に人気レストラン
「cafe zakka bb 2nd」がオ
ープン、
ランチビュッフェが早く
も評判。サイドメニューには地
元野菜をふんだんに使った美食
が勢ぞろいです。養生市場もリ
ニューアル、買い物がてらぜひ。

会場／清和文楽館 ※税込
（上益城郡山都町大平152）
開演／ 13:30（開場13:00）
予約・問合せ／☎0967
（82）
3001

■住所／上益城郡山都町浜町６

通常1300円

⇒1100円

●もろみポーク
ロースカツカレー

通常950円⇒800円

食彩館のテイクアウト
電話注文も1個〜 OK！

※すべて税込

菊池市旭志

●電話受付／ 9:00 〜 19:00
●受取／ 11:00 〜 20:00
※水・木曜は〜 16:00os

道の駅 旭志

おかずのみの場合−100円
ご飯大盛りの場合 ＋50円

☎ 0968
（37）2945

レンタ
カー

焼肉レストラン 食彩館

■住所／菊池市旭志川辺1886

軽自動車24時間レンタル2000円〜

あの 夢みるくソフト登場！
販売は 9:30 〜
牛乳が嫌いな人
も好きになる「シ
リカファームし
すい」の生乳使用
1個 税込350円

全国で話題の格安レンタカー
店が熊本に登場。24時間以内
に返却できれば１泊２日レンタ
ルでも2000円〜とコスパ良す
ぎです！ 保険料別途、カーナ
ビなどオプションもあり。長期
レンタルも気軽に相談を。

菊池市泗水

スタンダード
（タントなど）

3000円

コンパクト
（フィットなど）

3500円

コンパクトHV
（フィットなど）

4000円

熊本駅前店
☎ 096（288）
1204

☎ 080
（9106）7416
養生市場も３月にリニューアル。
より買い物しやすくなりました！

24時間
2000円

エコカーレンタカー

cafe zakka bb 2nd

■住所／菊池市泗水町豊水3393
■営業／ 11:00 〜 17:00（ランチ
は14:00os）
、木曜休
※養生市場は9:00 〜 18:00

基本料金 ※税込
エコノミー
（ライフなど）

中央区本荘

道の駅 泗水養生市場

山都町

山都町役場 山の都創造課
☎ 0967（72）
1158

⇒2000円

●旭志牛 サイコロ
ステーキ弁当

緑の看板が目印︑熊本駅まで送迎も可能
ＧＷ中は下記料金に＋１０００円︑
保険料別途

①11:00 〜、②13:00 〜

通常2200円

コンパクトカー

4/29、5/2・4

●旭志牛 ロース
ステーキ弁当 150g

軽自動車

通潤橋放水スケジュール

道の駅旭志食彩館のテイク
アウトが、月販売2000個を超
える人気っぷり！ ジューシ
ーさ際立つ旭志牛グルメが勢
ぞろい。自宅でのちょっぴり
贅沢ディナーやピクニックに
最適ですよ。

ランチは︑
メイン料理が選べるハーフビュッフ
ェスタイル︒オシャレ雑貨も販売中です

右／海に住むアマビエがモチーフの清和文楽
左／高さ約 ｍからの放水は圧巻です

20

約160年前に建造され今も 伝統芸能「清和文楽」の定期公演
こいうたいぶん
なお棚田を潤し続けている「通
潤橋」。橋から轟音とともに流 「肥後アマビエ戀歌異聞」
れ落ちる水は大迫力間違いな 【日程】4/25、5/9・23、
し！ ほか伝統芸能「清和文 6/13・27、7/4・11・18・25
※全て日曜日、8月以降は別演目
楽」の新作公演も開催。自然と
【観覧料】 高校生以上 1700円
文化を存分に楽しめますよ。
中学生1000円 小学生以下 800円

食彩館テイクアウト GWフェア！
人気№１﹁旭志牛肉汁ハンバーグ弁当﹂８００円︒

南鉄応援切符（往復券）
は
オンライン予約がおすすめ

＜4＞

ソースは焼肉・おろし・デミの三種類

分︶︒１日４往復

気持ちがいい気候のGWは
お子さんにも大人気、開放感
抜群の「トロッコ列車」で南阿
蘇の雄大な自然を満喫しませ
ん か。4月24日（ 土 ） 〜 5月
9日（日）の期間中は毎日運行。
予約も受付中、詳細はHPへ！

土曜日

阿蘇の雄大な一大パノラマを楽しめる
﹁阿蘇プラザホテル﹂の展望露天風呂

高森駅〜中松駅︵往復で約

熊本県

40

グルメ

2021年4月24日

HPでカンタン予約！
当日予約は電話で

■住所／中央区本荘５-13-15
（本荘町バス停徒歩2分）
■営業／９:00 〜 19:00、無休

