
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。 2023年3月18日　土曜日　＜8＞おでかけインフォメーション

検索JR九州ウォーキング
詳しい情報はホームページへ!※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。

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（ゴール受付でデジタルスタンプ

を進呈、スタンプを貯めて素敵な商品をGET！）

JRに乗って、家族や友達と春の九州を歩こう!

参加費無料
事前申込不要

※スタンプカードは2022年春編をもちまして終了いたしました。

JR九州アプリの
ダウンロードはこちら!

江津湖クリーンウォーキング

■コース距離／約7～10km ■所要時間／約1～3時間
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：00まで
熊本のシンボルである江津湖で環境保全活動の清掃イベントを開催！SDGｓウォーキングです！

※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。

5月13日 土

【 スタート駅 】

JR新水前寺駅

初の天草開催!シークルーズで渡る初夏の上天草ウォーキング

■コース距離／約8km ■所要時間／約3時間 ※参加者はシークルーズ乗船料往復500円
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：00まで

三角から上天草へ！上天草の『海』『山』『グルメ』を満喫！三角の特産品いっぱいのマルシェもお楽しみください。

5月27日 土

【 スタート駅 】JR三角駅

2023謎解きロゲイニング春

■所要時間／約4時間 ■参加費 大人1500円、高校生1000円、小中学生500円
〈スタート受付〉9：30～10：00　〈ゴール受付〉14：30まで

築城400年を迎えた八代城跡を中心に街中の謎を解き、史跡、食事、お堀で舟めぐりなどを楽しみながら得点をゲット!

申込は
コチラ→5月27日 土

八代市役所

「木葉猿」千三百年・桜と史跡の玉東町グルメＷＡＬＫ

■コース距離／約3km～約10km ■所要時間／約2～3時間
〈スタート受付〉8：30～13：30　〈ゴール受付〉15：00まで
「木葉猿」誕生千三百年。窯元や桜、西南戦争遺跡の残る町並み、果物畑の広がる里山を歩くコースです。

3月25日土

【 スタート駅 】

JR木葉駅

つつじを満喫！大津町よかばいウォーキング

■コース距離／約4.5km ■所要時間／約1.5時間
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：00まで

つつじスポット「大津日吉神社」と「昭和園」を巡ります。世界かんがい施設遺産「上井手用水」沿いの歴史も満喫！

4月23日 日

【 スタート駅 】

JR肥後大津駅

壮大な有明海とカワイイ金魚を楽しむWALK♪

■コース距離／約8km ■所要時間／約3時間
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：00まで

有明海の潮風や波の音も満喫、写真映えするコースです。金魚まつり会場では無料金魚すくい体験もあります。

5月4日 祝木

【 スタート駅 】

JR南荒尾駅

2023年 春編

JR九州アプリで春編スタンプを貯めよう!

iOSの方Androidの方

ゴール受付時に
「2023年春編スタンプ」を1個
JR九州アプリをダウンロード
した端末に付与いたします。

オリジナルピンバッジやアルミボトル、
コンパクトバッグ（L）ポーチ付など
素敵な賞品と交換出来ます!

事前申込が必要

一部有料コース

一部有料・事前申し込み
を要するコースあり

3月25日（土）・26日（日）『吉無田ハイランドフェス CAMP＆MUSIC』イベ
ント

音楽ライブにアトラクション…
大人もキッズも1日遊べる！
　未来に残したい草原の郷１００選に選出
された吉無田高原。25日・26日は、この
大自然を舞台に、笑顔と感動の声がこだま
します！　初開催の「吉無田ハイランドフェ
ス」、一番の目玉は、県内在住やゆかりのあ
る豪華アーティストによるライブ。多彩な
飲食ブースもフェスを盛り上げてくれます。
さらに、恐竜の郷・御船町ならではのアト
ラクションもたくさん。思う存分からだを
動かして、たくさん思い出を作ろう！
　会場までは無料のシャトルバスを利用す
るのがおすすめです（右欄を参照）。

■電話受付／ 9:00 ～ 17:00、月曜休
☎096（200）3965

御船町

主催／御船町商工観光業
　　賑わい創出実行委員会

（御船 WAKUWAKU プロジェクト）

問合せ／御船町観光協会

吉無田ハイランドフェス
会場：吉無田高原・緑の村特設会場

（御船町田代8405-24）

日時：3/25（土） 11:00 ～ 21:00
　　　3/26（日）10:00 ～ 16:00
入場料：3/25＝中学生以上 1000円
                    小学生 500円
　　　　3/26＝小学生以上 500円　※税込
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お楽しみ❶

扌

吉無田ハイランドフェス
来場時、クーポン持参で

特製ステッカー
プレゼント

※１枚につき1人まで
R5.3.25・3.26のみ

リビングく～ぽん

熊本ゆかりのアーティスト
によるライブ！

ComplianS
（佐藤タイジ＆

KenKen）

SUGAR SOUL 東田トモヒロ

【3/25 出演】

お楽しみ❷

ほか、三嶋RACCO光博・THE HEAT
などの出演も決定！

【3/26 出演】
・陸上自衛隊音楽隊　・秀岳館高校雅太鼓部
・平成音楽大学　・高校生バンド　…を予定

わくわくイベント＆
アトラクションが満載！

お得!!
恐竜公園⇔会場までの
無料シャトルバス運行
イベントのパンフ持参で

利用すると
入場料100円OFF

バス乗り場には特設Ｐ完備

◎電動MTB体験（1500円）　
◎恐竜エア迷路（300円／下写真）
◎化石発掘体験（大人1000円・こども500円）

宝さがし、パルクール、
スラックラインなども
詳細はインスタをチェ
ック！

飲食ブースや
物販コーナーも

あるよ

お楽しみ❹

●25日は打上花火も予定
※天候等により中止の場合があります

ジュラシックショー

※体験料金等はすべて税込

◎恐竜に乗れるジュラシックライド（500円）　
◎えさやり体験もぐもぐトリケラトプス
　11:00 ～・13:00 ～・15:00 ～
25日は恐竜公園・26日は緑の村で開催
いずれも10:00 ～ 16:00

お楽しみ❸ プレミアムキャンプ

3/25 のみ　定員間近、お急ぎください！

詳細＆
申込はこちら
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ゆうすげの丘の絶景や
アウトドアサウナ、
御 船 町 で 育 っ た 貴 重
な 食 材 を 使 っ たBBQ
も体験できます

芦北真牡蠣 in
道の駅芦北でこぽん

住所／芦北町佐敷443
営業／土・日・祝日
　　　11:00 ～ 16:00
　　　（15:30os）
料金／カキ1㎏ 1500円、
　　　カキご飯、カキうどん
　　　足赤エビ等

詳細SNS→ 公式LINE→ 詳細SNS→

つなぎの牡蠣 in つなぎ
オイスターバル

住所／津奈木町福浜3503
　　　（旧平国小学校）
営業／土・日・祝日
　　　10:00 ～ 16:00
　　　（電話予約制）
料金／カキ1㎏ 1500円、
　　　欧風アレン
　　　ジもあり

問／ 問／ 問／

恋路カキ in
道の駅みなまた

住所／水俣市月浦54-162
営業／土・日曜
　　　11:00 ～ 16:00
　　　（15:00os）
料金／カキ約670g1000円、
　　　ヒオウギ貝、
　　　サザエ等

☎090（4778）9291 ☎090（5727）2015 ☎090（4514）0388水俣・芦北観光応援社 検索←

県南エリア「牡蠣小屋巡り」で、海の幸を味わい尽くす！　グルメ

水俣・芦北

「これから、ますます
おいしくなる季節です」
　毎年大好評の県南地域の牡蠣小屋。
今年も大賑わいを見せています。「牡
蠣」といえば冬のイメージですが、こ
の地域の牡蠣は春が本番。産卵期に
向けて栄養を蓄えるので、身が大き
くなり、濃厚な旨味も増しています。
獲れたてプリップリの味わいは、牡
蠣小屋ならではです。春休みに入り、
オーダーストップを待たずに牡蠣が
売り切れる場合も。早めの来店がオ
ススメです。
　牡蠣小屋会場へは、南九州西回り
自動車道の利用が便利。熊本市内か
らなら約70分、３カ所すべて巡って、
牡蠣の味やロケーションの違いをぜ
ひ楽しんで！

☎0966（82）5572
水俣・芦北観光応援社

■問合せ／ 8:30 ～ 17:15、
　土日祝休

インスタ

※価格は税込

牡蠣だけでなく、特産の足赤エビやサザ
エなど海の幸がてんこ盛りです。つなぎ
のオイスターバルではアヒージョなど欧
風アレンジも楽しめます（上写真）

☎096（206）2800

熊本駅

主催／アミュプラザくまもと

■住所／西区春日3-15-26
■営業／ 10:00 ～ 20:00

幸せの3日間！ 新酒＆おつまみ集結

◦日程／3月17日（金）～19日（日）
◦時間／12:00 ～ 21:00
　　　　（金曜は16:00～21:00）
◦会場／アミュひろば
　　　　（熊本駅白川口駅前広場）
◦チケット／1200円（税込）

※ドリンクチケット3枚付き

【入場無料】 熊本新酒まつり2023

イベ
ント

※画像はポスターイメージ

　今年も8つの酒蔵が集
まる贅沢な「熊本新酒まつ
り」が、アミュひろばで開
催！　ここでしか飲めな
いお酒や、箸が止まらない
絶品おつまみも登場しま
すよ。熊本が誇る畳の上で
飲んだり食べたり…。
　気に入ったお酒は購入
もOK。友人や家族とぜひ。

詳しくはコチラから
チェック→

・亀萬酒造・河津酒造
・熊本県酒造研究所・瑞鷹
・千代の園酒造・通潤酒造
・美少年・山村酒造
※五十音順。各酒蔵のお酒を楽
　しむためには、チケットの購
　入が必要となります

できたての日本酒を堪能！
参加酒蔵はコチラ




