イルカの
イルカの空中散歩
皆様、まだ暑さは残りますが朝夕は
は過ごしやすい季
節となりました。今回、西島は天草空港
天草空港から車で 10 分
の天草オリーブ園に行ってみました。天草の温暖な気
候はオリーブの生育に適しており 2010 年からオリーブ
の栽培が始まりました。現在天草島内
現在天草島内にはどのくらい
オリーブの木が植えられていると思いますか
いますか？？正解
は．．
．17,000 本です。この天草オリーブ
オリーブ園には 1,300 本
の木が植えられています。そして名前
名前も新たに今年 7
月に体験オリーブ農園としてグランド
グランドオープンしまし
た。

AVILO の販売店

オリーブオイ
ルは
ルは鮮度が大切
ここで
ここで収穫された
オリーブ
オリーブの実は 24
さくゆ

時間以内
時間以内に搾油場
に
に運ばれ、新鮮な
うちに
うちに全て、農園
長
長の手によって
ージンオイルになります。
搾られエクストラヴァージンオイル
昨年、天草オリーブ園では約 800 ㎏のオリーブの
のオリーブの実か
ら約 60 ㎏のエクストラヴァージンオリーブオイルが
ージンオリーブオイルが採
れたそうです。
ランクが 4 つに分か
ヴァージンオイルというのは、ランクが
れておりその中で最も香りと味が素晴
素晴らしく、酸度が
最も低く 0.8％以下のものをエクストラヴァージンオ
のものをエクストラヴァージンオ
イルと呼んでいます。
ツアー
オリーブ園で体験ツアー
①オリーブの農園ツアー②オリーブ
オリーブ手搾り体験③オ
リーブオイルテイスティングの 3 つを
を体験してきまし
た。①農園ツアーでは、オリーブ農園
農園を廻りながらオ
リーブについての基礎を学べます。途中
途中には休憩場も
あり一息つくことも出来ます。オリーブの
オリーブの木は異なる
品種でないと受粉できないため、ここでは 10 品種のオ
リーブの木が混在して育てられています
てられています。なかにはハ
ート形の葉が混じっている木もありました
もありました。とても可
愛らしかったです。
記念撮影はトルコの女性が農作業の
の時に被るスカー
フを被っての撮影がオススメです。恥
恥ずかしがらずに
是非被ってみて下さい！！思い出
出になりますよ。
続いては、②オリーブ手搾り体験
です。ここでは実際にオリーブの実を
触って潰して、オリーブオイルが出来
上がるまでを学びます。指で潰しなが
ら種と実を分けていきます。
お子さんでも大人と協力しながら十

出てきたこの油分のところ
のところ
だけがオリーブオイルです
だけがオリーブオイルです。
オリーブの実に対してオイ
してオイ
ルはわずか 10 分の 1 程度しか
しか
採れないのです。貴重な物
物な
のですね。
オリーブオイルの
最後に③オリーブオイルの
テイスティングです。

オリーブは、
トルコなど
中東アジア
が原産地だ
そうです♪

西島

熟したオリーブの
実は思っていたよ
りも硬いです
(^o^;)！

これは無料で出来ます。私
私は初めてテイスティングを
しました。鮮度にこだわったオリーブオイルと
にこだわったオリーブオイルと言うの
は市販のオリーブオイルでは
のオリーブオイルでは感じられない果実(甘さ
はない)の新鮮で青味のある
のある香りがします。オリーブオ
イルソムリエ 生田さん がとても丁寧にテイスティ
ングのコツを教えて下さるので
るので、家でも自分で試して
出来そうです。
はオリーブオイルをヨーグルトに
なんと、生田さんはオリーブオイルをヨーグルトに
かけて食べるのがオススメとのこと
べるのがオススメとのこと。まさに新鮮なオ
リーブオイルならではの食
食べ方です。野菜・肉・魚料
理に適したオリーブオイルというのがあるそうなので
したオリーブオイルというのがあるそうなので
自分好みのオリーブオイルを
のオリーブオイルを見つけてみるのもいいで
すね。
料金
農園ツアー・手搾り
り体験
各 540 円(大人) 216 円(小学生)
円
天草オリーブ
オリーブ園 AVILO
〒863-2201
天草市五和町御領蛍目 1580-1
TEL0969-32-0371 営業時間 9:00〜17:00
オリーブオイルコンテストで
2014 年に行われた国際オリーブオイルコンテストで
天草産オリーブオイルの 3 品が金賞 1 品が銀賞を受賞
しました。天草産のオリーブオイルは
のオリーブオイルは、世界的に高い
評価をいただいています。AVILO のショップでは農園
長こだわりのオリーブオイルやレモン
こだわりのオリーブオイルやレモン、オレンジ、ト
リュフのテイストのオリー
のテイストのオリーブを使った商品がありま
す。その他にもオリ
ーブを使った商品が
あります。
採れたての天草産
オリーブオイルをご
家庭で使ってみては
いかがでしょうか？

も

分楽しめます。しっかり揉むことで紫
の果汁が出てきます。潰したものを遠
心分離器にかけます。出てきた液は油
分と水分に分けられています。
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かね

オリーブ
オリーブ平和の鐘

身体にも良い効果が期待できるそうです
できるそうです (^o^)♩♬
天草にお越しの際には、是非
是非お立ち寄りください。

たにもと

ご搭乗ありがとうございます
ありがとうございます。7 月に続いて、機長の谷本が飛行機
飛行機のお話しです。
ただいまお客様が座ってらっしゃるシートとちがって
ってらっしゃるシートとちがって、パイロットが
パイロットが座る操縦室のシー
トは、とても融通が利きます。
。
前後上下はもちろん、リクライニングの
リクライニングの角度や腰当ての高さなど、細
細かいところまで微調
整できます（ごめんなさい）。
さて現在日本で飛んでいる旅客機
旅客機は、100%外国製です。
つまり操縦席は、欧米人の体格
体格に合わせて設計されているものですから
ですから、日本人パイロッ
ト、特に私のような典型的な胴長短足
胴長短足の飛行機野郎は、乗り込む度に
に軽〜い劣等感に悩ま
されます。
座席は「最前方」にして、背当
背当てを調整しスイッチ類に手が届くようにします
くようにします。
ラダ―ペダルは思いっきり「手前
手前」にしないと、フルに踏み込めません
めません。
な・の・に、椅子の高さはやや
さはやや「さげ」ますっ。
これが私のベストポジション、
、フライト前に気が滅入ります。
ところで、もう定期路線からは
からは撤退したけど YS-11 は日本製です
です。
ラダ―とは機首の左右方
50 年前当時の日本人にジャストフィットする
にジャストフィットする設計だと聞いています。
。 向を決める翼です。操縦
現在開発中の MRJ も、日本人
日本人に優しいレイアウトなのでしょうか？
？ 室内に足で踏んで操作で
シートを最前方にしなくていい
にしなくていい飛行機、いつかは飛ばしてみたいな…
…。 きるようにラダ―ペダル
があります。
（ちなみに導入予定の ATR 機
機は「フランス製」です）
※MRJ…三菱リージョナルジェット
リージョナルジェット

今月、待ちに待った

が開催
開催されます！

りのイルカの飛行機に乗って世界中から公認サンタが 18 人天草に来ます！！
9 月 13 日に貸し切りのイルカの
での歓迎セレモニー、そして 16:30 から銀天街
銀天街をパレード。
13 日（土）は天草空港での
久保公園に、15 日（月）はお万ヶ池にサンタさん達
達が集結します。
14 日（日）は西の久保公園
歓迎ムードに
8 月 25 日から 9 月 13 日までは、機内や空港内もサンタさん歓迎
なっております。一足早いクリスマスムードをお楽しみいただけたら
いただけたら
嬉しいと思います
います。サンタクロース会議について詳しくは
は、
宝島観光協会
宝島観光協会のホームページをご覧ください。

●全便運休
・10（水）
9 月 9 日（火）
※整備（耐空証明検査）のため全便運休
全便運休。
●105 便・106 便（天草⇔福岡間）
・9 日（木）16 日（木）
）
・21 日（火）
・
10 月 7（火）
23 日（木）
・12 日（水）
・19 日（水）
11 月 5 日（水）
※乗員訓練のため運休。
けいたします。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたします
今後とも安全運航に努めて参りますのでご
りますのでご理解の程、
宜しくお願い致します。

答えは下にあるよ
にあるよ〜♪

５つの直線を用いた
いた一筆書きで、
下の 9 つのマーク
マークを全て結んで下さい。
✩

■

▽

◎

▲

□

●

○

✿

同じものを１個買
個買うと、６０円、２個買う
と２０円になるものは
になるものは？

あたまの体操答え①例 ■→✩→◎→●→
◎→●→▲→▽→□→✿→○②100 円玉で 40 円の品物
品物を買ったときのお釣り。

