おでかけインフォメーション
遊ぶ

光と陰のアンソロジー

―この世界にただ独り立つ―
●期間／ 11月13日（日）まで
●場所／つなぎ美術館 1・3階展示室
●料金／一般300円、
高校・大学200円、小中学100円
「トークセッション」10月15日（土）14:00 〜
会場／つなぎ文化センター 参加費／無料

右／革命家・外山
恒一さん活動風景
（写真 織田曜一郎）
左上／山本草介さ
ん映像作品一部
左下／平川恒太さ
ん参考作品

社会での出来事を独自の視点で捉え、それぞれ
異なる手法で人々に伝える３人の表現者、「平
川恒太（現代美術家）」、「山本草介（映像作家）」、
「外山恒一（革命家）」の新作や関連資料を展示
※画像はポスター︑料金など詳細
はＨＰを確認してください

アートの町として知られる津奈
木町では、この秋、芸術の魅力を
感じるイベントが満載。
つなぎ美術館では、３人の表現
者による企画展を開催。社会の出
来事を独自の視点で表現する作品
の数々に、深く考えさせられます。
また、古くから伝わる弁天信仰を
町内外の人々と後世に受け継ぐこ
とを目指す新しいアートのかたち
「海渡り」にも注目を。作品制作に
参加できる「海渡りの日」には、競
舟に乗って海からも様子を鑑賞で
きる予定です。

葦北郡津奈木町

食

検索 ←

●海渡りの日／ 9月23日（祝・金）
10:30 〜 17:00 ※自由参加
●作品公開／ 9月24日（土）〜 10月15日（土）

※税込

弁天島と陸とを繋ぐ海渡りの日には誰でも参加可

10月8日〜 10日は感謝セール！

食

べる

映画と音楽と三ツ島ナイト
●日時／ 10月9日（日）16:00 〜
●場所／三ツ島海水浴場
【問合せ】☎0966（78）
3114

おかずのみの場合−100円
ご飯大盛りの場合 ＋50円

天草の海で肉×グランピング満喫！

自然を感じるグランピングで、
ジューシーなステーキをガッツ
リ食べ尽くしませんか！ 目の
前は天草の海で開放感は抜群。
ロコモコやトロピカルパンケー
キなどハワイアンメニューも人
気です。利用は予約がおすすめ。

菊池市旭志

道の駅 旭志

＊価格はすべて税込
＊最新情報は
インスタグラムへ➡

げんこつリゾート

食彩館 ☎ 0968（37）
2945

☎ 0964（27）
4231

物産館 ☎ 0968
（37）3719

例年10月下旬頃が満開です

ステーキ280ｇ……2310円
あらびきハンバーグ…935円
ロコモコプレート…1320円
【セット】
サラダバー、ライス、
スープ ……………… 455円

上天草市大矢野町

旭志村ふれあいセンター

■住所／菊池市旭志川辺1886
■営業／物産館9:00 〜 18:00
食彩館11:00 〜 20:00os
（水・木曜は16:00os）※税込

左／柳幸典
「石霊の森」
、右／西野達
「達仏」※津奈木町役場近く
「みんなの森」
内

10月サービス開始！
トゥクトゥクレンタル
●貸出場所／つなぎ百貨堂
（津奈木町岩城1601）
＊QRコードで事前に予約、
料金等はHPへ
※運転は普通自
動車免許が必要

旅行

坂東玉三郎、八千代座バスツアー！

グラン ピング＆パワーステーキで活力チャー ジ

食彩館のテイクアウト
電話受付／ 9:00 〜 19:00
受取／ 11:00 〜 20:00
※水・木曜は〜 16:00os

津奈木町にはあちこちに屋
外アートも多数。木の幹に直
接彫られた仏像など、どれも
見ごたえ充分。遠足気分で歩
くも良し、心地いい潮風を味
わうトゥクトゥクも良し！

海岸清掃後、野外でライブや映画を楽しみます

南小国町物産館﹁きよらカァサ﹂とのコラボ︒
旭志牛の
﹁牛肉まいたけ海老天重﹂
７００円

10月の３連休は大注目の感
謝セール！ 上質な旭志牛を
はじめ、地域の特産品がお得
にゲットできます。食彩館のテ
イクアウト弁当も要チェック。
芝生広場に咲き誇るコスモス
は、
ピンクの絨毯さながらです。

宿泊

＜6＞

トゥクトゥクで
町中アート巡り！

詳細・申込

■営業／ 10:00 〜 17:00
（入館は16:30まで）、水曜休
■住所／葦北郡津奈木町岩城494

五十嵐靖晃 海渡り

詳細

つなぎ美術館
☎ 0966
（61）2222

べる

土曜日

芸術の秋は、
アートの町「津奈木」へ。心を豊かにする作品の数々に触れよう

美術館での企画展や
参加型アートイベントも

つなぎ美術館

2022年9月17日

天草五橋の１号橋を渡ってすぐ。
国道266号線沿いの看板が目印

■住所/上天草市大矢野町登立3995
■営業/月火木11:30 〜 15:00os
金土日11:30 〜 20:00os
水曜休

歌舞伎界の女形最高峰「坂
東玉三郎」
。八千代座公演30
周年を記念したスぺシャル
トーク、三味線の人間国宝
「杵屋勝国」による素演奏が
演目に。女形屈指の大役と呼
ばれる「阿古屋」より「三曲糸
の調」も注目。人気の日帰り
ツアー、早めの申込みを。

歌舞伎俳優「坂東玉三郎」と長唄三味線方
「杵屋勝国」の２人の人間国宝が織りなす
贅沢なひと時 ※画像はポスターイメージ

山鹿市

八千代座「人間国宝の夕べ」バスツアー
日程／10月27 日
（木）
料金／大人1人・S席1万7800円
【 行 程 】 市 民 会 館 前（11:00）
→TKUぷらざ（11:15）→よこて
会館（昼食）→八千代座公演「人
間国宝の夕べ」
（14:00開 演 ）
→TKUぷらざ（17:30頃）→市民
会館前
（17:45頃）
※最少催行人数20人、
添乗員
同行、
食事昼1回、税込

趣ある八千代座でゆっくりと…

旅行企画・実施／

TKUヒューマン

☎ 096
（359）3488

■住所／北区徳王1-6-52
TKUぷらざ2階
熊本県知事登録旅行業 第2-232号
総合旅行業務取扱管理者 西 恵津子
全国旅行業協会会員
■受付時間／平日10:00 〜 17:00
■メール／ tour@tkuhuman.co.jp

広さ1万6000㎡超！ 10月上旬、御立岬公園に第２キャンプ場OPEN

温泉もレジャーもぜ〜んぶそろってる！
子どもから大人まで楽しめるキャンプ場
不知火海の大パノラマを望
める「御立岬公園」。県下最大
級のビーチはもちろん、海風
を感じながら楽しむゴーカー
ト、スーパースライダーなど
さまざまなアクティビティが
あり、１日中遊べると人気の
スポットです。
今回新しく10月上旬に 第
２キャンプ場 がオープン！

給湯付きの炊事場やWiFi環境もそろってる！

家族や友人と、キャンプデビューにもってこい

指定のスペースを割り当て
られる区画サイトが22区画、
自由に場所を選べるフリーサ
イトでは40組まで可能です。
イベント広場はキャンプファ
イヤーもOK、火を囲んで非
日常を感じられますよ。
今ならこのキャンプ場に宿
泊した人に先着で記念品をプ
レゼント。家族や友人とぜひ。

〈利用料〉
区画サイト（電源付き）…4500円 ＊電源なしは3500円
フリーサイト ……………2000円
（一部直火サイトあり）
※区画サイトは車が駐車できます
〈設備〉
トイレ（４箇所・ウォシュレット完備） シャワールームあり
自動販売機 駐車場60台 売店（ガスボンベや薪、炭など）
※食材は持込み、または要予約です。ペット不可

御立岬公園でキャンプ以外のレジャーも遊びつくそう！
キャンプ
以外も
楽しいよ！

テントやイスを持っていなくても大丈夫
レンタルしても安いんです！

テニスで
汗を流して！

スノーピークやジェントスなど有名
ブランドのテントグッズが借りられます！

芦北町

テントセット
（大人2人子ども3人）…2000円
（テント・グランドシート・インナーマット・アル
ミポール170・ペグハンマー・ペグ30付）

広大な敷地で周りを気にせ
ずキャンプが楽しめます

LEDランタン ………………………1個 200円
ローチェア30 ………………………1脚 500円
ワンアクションローテーブル竹 … 1台 500円

例えば上記セットをすべて借りても3200円！

※価格は税込

テントを設営したらのんびりコーヒ
ーを飲んだり、夜はキャンプファイ
ヤーをしたり…、思い思いのチルタ
イムを過ごせますよ

徒歩圏内には
温泉も！

家族や友だちと
ゴーカートレース！

御立岬公園
☎ 0966
（87）0737
■電話受付／ 8:30 〜 17:00、第２・第４水曜休
■住所／芦北町大字田浦町145
御立岬公園

検索 ←

HP にはワクワクする情報がたくさん！

