熊本・阿蘇

癒しの旅に出かけよう

湯けむりに誘われて
阿蘇温泉郷を巡る

facebook 熊本・阿蘇ページ公開中！

活火山の恩恵による国内屈指の温泉処として知られる熊本。
県内には約 8 0 もの温泉地が点在し、源泉数は約 1400 にものぼ
ります。なかでもやはり阿蘇周辺には名湯が目白押し。その代表格
が黒川温泉です。旅情たっぷりの 2 8 の温泉旅館が軒を連ねる
当地は、入湯手形発祥の地としても知られ、１枚の手形で各旅
館の趣向を凝らした露天風呂３カ所を選んで入浴することができま

日没後にライトアップされ、夜の
闇にぽっかり浮かび上がる熊本
城。昼とは異なる幻想的な美しさ
を放ち、熊本の夜を彩ります。

す。また、黒川の里を流れる筑後川源流の美しい川の風景も見所
の一つでしょう。そしてもう１カ所、黒川温泉とともにオススメしたいの

下記サイトへアクセスして頂くと熊本・阿蘇の情報をご覧い
ただけます。http://www.facebook.com/pages/ 阿蘇市
/330592683702981

が満願寺温泉です。満願寺川にある “川湯” は、入浴はもちろん
野菜洗い場や洗濯場などもあり、地元の人の社交場に。まさしく

名実ともに熊本のシンボル

穴場の温泉です。

往時に思いを馳せて
名城・熊本城を歩く
5 4 万石の城下町・熊本のシンボルであり、また日本三名城の

熊本城の一部を意外なところ
で発見。熊本県立熊本高等
学校の門柱は、実は元熊本
城正面入口の下馬橋の橋脚
だったそう。今では同校のシン
ボルに。
熊本県立熊本高等学校
熊本市新大江1-8
096-371-3611

一つと数えられる熊本城は、慶長 6 年〜 12 年にかけて、城造り
の名人と呼ばれた加藤清正によって築かれました。城内の大天
守と小天守、美の神髄である石垣や、日本一の長塀など、その
景観は圧巻の一言。ちなみに現在の天守閣は昭和 35 年に熊本

熊本城の麓に座る加藤清正公像。甲
冑と長烏帽子姿で、自らが築いた戦
国の要塞熊本城を背に、まさに熊本を
守らんとしているかのようです。

市によって再建され、さらに築城 400 年を迎えた平成 1 9 年には
黒川温泉 旅館にしむら
阿蘇郡南小国町黒川温泉
TEL.0967-44-0753
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本丸御殿大広間も完成しました。時を経てもなお堂々たる威容を
誇り、今日も熊本市民を見守っています。

加藤清正像
熊本市花畑町
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白川水源と水前寺成趣園

あか牛から極上和菓子まで

豊富な阿蘇の伏流
清冽な湧水を求めて

郷土の自慢の逸品
熊本グルメを味わう

阿蘇周辺には数々の湧水が存在します。白川水源は、毎
分 6 0 トンもの水が湧き出ており、年間を通じて 14 ℃に保たれ
ています。環境庁選定「日本の名水百選」にも選ばれました。

中太のストレート麺と、豚の頭

熊本といえば馬肉や熊本ラーメンが有名ですが、他にも美味しい独自

だけを使用した白濁スープ。先

グルメが目白押しです。中でも近年、馬肉と並ぶ名物になりつつあるの

独自製法で加熱処理した「千

代が考案した野菜と油成分を

が “あか牛”。阿蘇の大草原で育ったあか牛は、無駄な脂肪分が少

水前寺成趣園は、豊富な阿蘇伏流水が湧出して作られた

味油」や「フライドガーリック」
は、
今や熊本ラーメンの特徴の一

なく赤身の多さとほど良いサシが特徴で、焼き肉はもちろん、あか牛丼や

池を中心にした桃山式回遊庭園。初代藩主細川忠利が寛永

つとして広く認知されている。
重光産業株式会社
熊本市戸島町 920-9
TEL.096-389-7111

ハヤシライスなど、さまざまな食べ方をされています。一方、熊本ラーメ

13 年頃から築いた「水前寺御茶屋」が始まりとされ、築山や

ンの源流の一つである “味千ラーメン”。国内はもちろん海外でも数多く

浮石、芝生、松などの植木で東海道五十三次の景勝を模し

の店舗を展開し、特に中国では今や最大の

白川水源
阿蘇郡南阿蘇村大字白川

たと言われています。

店舗数を誇っています。
「千の味をラーメンに
込めたい」
、
そんな思いで名付けられたそうです。
また、からし味噌を蓮根の穴に隙間なく詰
め込んだ “からし蓮根” や、輪切りにしたサツ
マイモと餡子を生地で包んだ “いきなり団子”、
熊本の代表的な銘菓である “朝鮮飴” なども、
お土産の定番として人気があります。

水前寺成趣園
熊本市水前寺公園 8-1
TEL.096-383-0074
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差出有効期限
平成25年12月31日まで
（切手不要）

大阪府大阪市西区西本町2-1-41
インテリンクス西本町ビル 3F
熊本ラーメン原点の味

株式会社 S・S・I

ふりがな

性別

ご氏名

年齢

「味千ラーメン
2 袋入 くまモン箱」

江戸時代の味を
そのままに

ご住所

）

２. 前は飲んでいた

2 ) 本誌をどこでもらいましたか ?

ご職業

からし蓮 根 は、病 弱だっ
た熊本藩主・細川忠利のた
めに、健康食として献上され
たのが始まりだそうです。

いきなり団子 の名の由来
は、短時間でいきなり作れる、
来客がいきなり来ても出せる
など諸説あります。

長生飴と呼ばれていたものを、
加藤清正軍が朝鮮出兵の際
に携行したことから、 朝鮮飴
と呼ばれるように。

森からし蓮根
熊本市新町 2-12-32
TEL.096-351-0001

はやしのいきなり団子
熊本市水前寺公園 7-2
TEL.096-383-3970

老舗園田屋
熊本市南坪井町 6-1
TEL.096-352-0030

名様

肥後象嵌と宮本武蔵

D賞

3

阿蘇で取れた
甘藷若葉を使用！

大切に受け継がれた
伝統文化に触れる
熊本を代表する伝統工芸や文化遺産をご紹介しましょう。肥後象

200

「翠王の青汁
名様 お試し 3 袋セット」 名様

嵌は、鉄砲や刀の鐔に金細工を施した江戸時代のダンディズム。
400 年の歴史を誇る肥後象嵌の光助。熊本県の伝統工芸と 光助
して人間国宝にも選ばれています。近年はアクセサリーブランド 熊本市新町 3-2-1
としても人気で、著名人などの愛用者も多いそう。
TEL.096-324-4488

※厳正な抽選により当選者を決定します。なお、当選者の発表は商品の発送をもっ
てかえさせていただきます。

３. 飲んだことがない
希望するプレゼント
（1 点）

プライバシーポリシー : ●
「元気日和」では、
「読書アンケート」のご回答にあたり、
読者の 皆さまの氏名・年齢・住所、電話番号などの個人を識別できる情報 ( 以下「個
人情報」) を、読者プレゼント発送等の目的で提供いただいています。
●
「元気日和」
では ご提供いただいた個人情報を上記の目的のみに利用し、他の目的には利用いた
しません。
●
「元気日和」
では、
ご提供いただいた個人情報の保護に万全を尽くします。
●
「元気日和」では、お客さまの個人情報の保護を図るために、また、法令等の変
更に対応するために、プライバシーポリシーを改定することがございます。

明治 9 年（1876 年）の廃刀令以降は、装身具や装飾品に転じ、
日常生活の変化に対応した製品が作られてきました。近年はさらに現
代調にアレンジされ、アクセサリー類や万年筆、携帯ストラップなどが
人気を集めています。

〈締め切り〉 平成 25 年 3 月31日必着

賞

元気日和 熊本・阿蘇

名様

応募される方は、読書アンケートにすべてお答え下さい。住所、
氏名、年齢、性別、職業、電話番号と上記プレゼント の中から希
望する 1 点をお書きの上、はがきを切り取りお送り下さい。

１) 仙生露を飲んでいますか？
１. 今も飲んでいる

朝鮮飴の宗家

男・女

「からし蓮根」

（

5 「園田屋の朝鮮飴」 3

C賞

ふりがな

お電話番号

B賞

521

『元気日和読者プレゼント』
アンケート係行

︵
キ
リ
ト
リ
︶

アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で商品をプレゼントいたします。
A賞

大阪西局
承
認

526

いまきん食堂
阿蘇市内牧 366-2
TEL.0967-32-0031

読者プレゼント&読書アンケート

郵 便 は がき
料金受取人払郵便

肉 厚でジューシーなあか牛
をたっぷり味 わうならば、
あか牛丼 を。醤油ベース
のタレとワサビが食欲をそそ
る。温泉卵もトロリと絡んで
マイルド。

熊本市内にある島田美術館は、古美術研究家の故島田真富翁
美 術 館 にはギャラリーや
カフェなども併 設されてい
ます。
島田美術館
熊本市島崎 4-5-28
TEL.096-352-4597

が郷土の歴史と伝統を語り継ぐことを目的に設立しました。晩年を熊
本で過ごした宮本武蔵の、刀剣や五輪書など遺墨・遺品の数々を
展示。さらに細川ガラシャや加藤清正ら、熊本の武人文化に関する
歴史資料・古美術品も充実しています。

元気日和 熊本・阿蘇

