おでかけインフォメーション
遊ぶ

津奈木の
「新・昔話」
を見に行こう！

期間：11/26（土）〜翌1/22（日）
観覧料（税込）
：一般 300 円、
高校・大学 200 円、小中学100 円

詳細こちら

☎ 0966（61）
2222

九州産交トラベルカウンター
☎ 096
（325）3535

つなぎ美術館

阿蘇ミルク牧場

検索 ←

■受付／10:00〜17:00、金・土休
レフ熊本・ザ ブラッサム熊本・アーク
ホテル熊本城前も選べる！ 詳細は↓

今夏オープン！ 天空のスパが
「贅沢
すぎる」
と話題のカンデオホテルズ

11/17（木）〜12/20
（火）宿泊分まで

朝食＆夕食（サクラマチクマモトお食事券）付き！
4つ星ホテル「カンデオホテルズ熊本新市街」の場合
料金は大人1人・税込

ダブル2人1室

ツイン2人1室

ダブル1人1室

旅行代金(Ａ)
熊本市割引額（B）
全国旅行支援（Ｃ）

1万4500円
5000円
3800円

1万5000円
5000円
4000円

1万8500円
5000円
5000円

旅行代金(Ａ)
熊本市割引額（B）
全国旅行支援（Ｃ）

1万7500円
5000円
5000円

1万8000円
5000円
5000円

2万2000円
5000円
5000円

7500円

8000円

1万2000円

支払実額（A-B-C） 5700円

支払実額（A-B-C）

6000円

こだわりの味がクチコミで広
がり、タピオカ好きが集まる同
店。本場台湾から輸入し、もち
もち感から別格です。新メニュ
ーは「やきいもすむ〜じ〜」。那
智黒石でじっくり２時間かけて
焼いた紅はるかを贅沢に使用！

秋の感謝祭 in チーズフェア2022

やきいもすむ〜じ〜（650円）
石焼きいものスムージーに自慢のタ
ピオカ、
生クリーム、
いもシロップを
トッピング。カリカリ食感は企業秘
密なので、
ぜひ食べて当ててみて！
＊学生は全商品50円引き！

合志市

タピオカハワイ（夏威夷）

8500円

小人同額。予算が上限に達し次第販売終了。新型コロナウィルス感染症状況により
期間変更の場合あり。ワクチン接種済 3 回または陰性証明書、アンケート協力が必
要です。観光庁長官登録旅行業第 1802 号、総合旅行業務取扱管理者村上 伸介

あま〜いはずなのにさっぱり⁉

☎ 070
（4802）7019

■住所／合志市豊岡1900-2
LINE
※満車時は店前セブン駐車可 でお得↓
■営業／ 11:00 〜 19:00
木曜休
（祝日営業）
人気のタピ氷は1年中食べられる！

イベ
ント

タピオカハワイ

検索 ←

「ASO草原フェスティバル」開催
マルシェで は︑人気のお店やキッチンカーも
出店︒スタン プラリー参加で素敵な景品も！

イベ
ント

■住所／葦北郡津奈木町岩城494
■営業／ 10:00 〜 17:00、
最終入場〜 16:30

冬限定！ “焼きいものスムージー”

熊本市

土曜日

つなぎ美術館

＜14＞

旅行企画実施／

津奈木町

「つなぎ百貨堂」にて貸出（要予約）
実証中のため 11 月末まで無料

土曜日

「くまなく、くまもと。おトク
にくま泊！キャンペーン（B）」と
「全国旅行支援（C）」のＷ助成で、
一人最大1万円割引で宿泊でき
ます！ さらに、地域クーポン券
＋あまくさぐるっとクーポン付。

日〜金

ニッポン画家のたろうさんと津奈木
の住民が 新しい 昔話を生み出す
アートプロジェクトです

グルメ

2022年11月12日

冬限定メニュー
﹁やきいもすむ〜じ〜﹂﹁いもタ
ピ﹂
４５０円〜 ︒
ねっとりいもなのにあっさり

「たろうとニッポン画わたし話」

「トゥクトゥク」レンタル
津奈木で自然&アート巡り！

最大1万円引?! 今こそ“街泊”だ！

旅行

迫力満点ながら︑子どもの表情などは温かみ
を感じるタッチで
﹁津奈木のお話﹂
を描きます

﹁伍太夫どん﹂２０２２年 たろう ※画像は一部

熊本県生まれの画家たろうさ
んが、津奈木町に長く暮らす人
たちから聞いた話をヒントに、
５つの新しい昔話を創作。それ
をもとに、町で使われなくなっ
た襖などに、彼が描いた大胆な
ニッポン画は必見です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、時間・イベント内容等が異なる
ことがあります。詳しくは、広告主などにご確認をお願いいたします。

「チーズの日」に合わせた食
＆ゲーム＆体験いっぱい！
11月11日は「チーズの日」
。大自
然とできたて乳製品、かわいい動物
たちが迎えてくれる阿蘇ミルク牧場
では、12日・13日に２日間だけの「チ
ーズフェア」を開催します！
来場プレゼントもあり。各日20人
に抽選で豪華賞品プレゼント＆２日
間の来場者は、大阿蘇牛乳＆カフェ
オレももらえます。チーズの作り方
を実演やクイズで学んだり、試食や
手作り体験、牛やヤギ、馬など動物
とのふれあいもできますよ。
レストランやショップでは、牧場
の工場で手作りされた絶品チーズが
勢ぞろい。期間限定商品なども登場
します。チェックしてみてください。

阿蘇郡西原村

公演

検索 ←

①各日20人に抽選で豪華賞品プレゼント！

（来場時に入場ゲートで抽選券を配布）

②先着3000人に
「LL大阿蘇牛乳200」・
「LLカフェ・オ・レ200」
をプレゼント！
牧場の詳細情報は
コチラから↑

【動物取扱業の種別・登録番号】展示：阿保R4展第６号 販売：阿保
R4販第７号・登録日：平成19年6月5日・有効日：令和９年6月4日・
責任者:遠藤 郁武・坂本 健太

チーズ職人と学ぶ、チーズ作り実演
会も。できたてを試食できるかも！

リビングく〜ぽん

阿蘇の草原の魅力を感じられ ASO 草原フェスティバル 2022
るイベントが開催！ 自分で電気
日時：11 月 23 日（祝・水）
10:00 〜 15:00
を作ってモデルカーを走らせる
体験型環境学習プログラムのほ
クラフト無料体験
（ススキのミニ
か、無料クラフト作りやマルシェ、 ほうき作り、リース作り、草木染
スタンプラリー、ガラポン抽選会 め、マイ箸作り 他）
ガラポン抽選会
などお楽しみ満載。家族でぜひ。
マルシェ、
フリーマーケットなど

至菊池

阿蘇市内牧

ミルクロード

至日田
▲

阿蘇ミルク牧場 受付時、
クーポン提示で

【入場料割引】
通常400円 ⇒ 300円！
※１枚につき５人まで、
団体での利用不可、コピー不可
R4.11.12〜12.28まで

ショッピングセンター

はな阿蘇美

内牧温泉街
みやはら ●
● 酒店 コンビニ ● ●

交番

阿蘇ミルク牧場

「ご来場の皆さまに感謝を込めて！」

ほか、チーズ作り実演や試食、
動物たちとのふれあいなど、
楽しいイベントが盛りだくさん！

☎ 096
（292）
2100

■住所／阿蘇郡西原村河原3944-1
■営業／ 10:00 〜 17:00

11/12（土）
・13
（日）
阿蘇ミルク牧場 チーズフェア

阿蘇駅
至熊本市 ●

57

カドリードミニオン

212

大観峰

阿蘇ミルク牧場

● 牧場の心 ヌーシャテルチーズ
職人が１つひとつ手作りする冬季限
定チーズが今年も11月解禁です！

●
●

草原
センター
至大分

JR豊肥本線

阿蘇グリーンストック（事務局）

☎ 0967（32）
3500

■場所／草原保全活動センター、
はな阿蘇美
※駐車場は、はな阿蘇美or内牧遊水池の
駐車場が利用可能
■主催／ ASO草原フェスティバル
2022実行委員会

DRUM TAO 2022「KAIKI」
が、ファイナル公演として熊本に登場！
今年のクリスマスはTAOに会いに行こう
世 界 観 客 動 員 数900万 人 超
え。圧倒的な音表現を持つ和太
鼓を驚異のパフォーマンスで表
現する「DRUM TAO（ドラム・
タオ）」の2022年ファイナル公
演が熊本へやってきます！
2023年 の30周 年 を 目 前 に
控え、根本からの“原点回帰”を
追求。全国ツアーを経て、洗練・
進化した舞台が繰り広げられる
「KAIKI」に注目です。

「TAOが魂たぎるような情熱
を伝え、この気持ちこそが“生き
る原動力”となるよう願いを込め
て、12月九州ツアー公演を駆け
抜けます！」とスタッフ。
今回の公演では、通常価格か
ら20％オフとなる「イベントワ
クワク割」を実施（右記参照）。
今年のクリスマスはTAOに会
いに行って、新年に向けての元
気をもらいましょう！

【日時】
■12/25（日）
① 開場15：30、開演16：30
Ⓒ︎DRUM TAO

熊本市中央区

TAO事務局
☎ 092（721）
2015
■受付／平日10:00 ～ 19:00
■住所／福岡市中央区大名2-2-1MIKIビル６階
DRUM TAO

検索 ←

ホームページは
ここから↓

【料金】
全席指定 SS席 7900円／ S席
6900円／車椅子席 7900円
※６歳児未満の入場不可。前売・当
日券同金額。消費税込み。車椅子席
の希望者は電話（左記）で連絡を

12/25（日）
熊本公演
●販売期間
12/24(土)23:59まで 申し込みは
ここから

・SS席 通常7900円 受付フォーム↓

6320円

→

政府のイベント需要喚起事業の ・S席
通常6900円
実施を受け、12月九州ツアー公演
→
対象の割引チケットを販売中。

5520円

●同サービスの利用条件

公演当日、新型コロナウイル
ス感染症に関する右記３つのう
ち、いずれかの証明書もしくは
証明書に類するもの（接種証明
書アプリなど）
を持参すること。
証明書を手元に用意し、入場
口へ並んでください（入場口で
スタッフが確認）
。

【会場】
■熊本城ホール メインホール
（熊本市中央区桜町3-40）

【問合せ・申込み】

20%オフの「イベントワクワク割」

【プロフィル】世界観客動員数900万人
超。和太鼓を驚異のパフォーマンスで表
現する、新時代のNIPPONエンターテイ
メント

①ワクチン接種記録（３回目接
種済みであること）
②PCR検査陰性証明書（来場３
日前以内に採取された検体を用
いたもの）
③抗原定性検査陰性証明書（来
場１日前以内に採取の検体を用
いたもの）

※証明書はコピーまたは写真・スマートフォン画面でもOK
※対象の証明書を持参していない場合、入場不可
※12歳未満は保護者か引率者同伴であれば証明書の確認不要。引率者
が同伴しない場合は、２回目接種をもって12歳以上の３回目接種と同
様の扱いとなります

