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作り体験（お一人様：1000
1000 円）は、カルメ
焼きの実演や金平糖作
金平糖作りの割引チケット等が
当たるガラポンくじ、南蛮風衣装のお姉さん
と 金平糖の歌 を歌
歌ったり、クイズに答え
たりといった、お楽しみいっぱいの
しみいっぱいの内容が盛
り込まれています。幼児
幼児からお年を召した方
まで年代を問わず楽しめそうです
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金平糖ミュージアムの
ミュージアムの詳細は、こちらです。

コンペイトウミュージアム
コンペイトウミュージアム福岡

カルメ焼

★完成品★
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色付けあと
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かくてほおば
マイ金平糖の出来たてはまだ温かくてほおば
ってみると優しい甘さが口に広がります
がります。見
た目も大満足な仕上がりです。(*^
(*^o^*)

コンペイトウミュージアム
ミュージアム福岡
福岡県福岡市南区清水町
岡県福岡市南区清水町 1-16-11
TEL092-554
554-3021
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運送部 濱田です♪
♪

本日のご搭乗誠にありがとうございます
にありがとうございます。
運送部の濱田と申します。天草エアラインのカウンターに
エアラインのカウンターに携わりはや 15 年・・・
・・・
たくさんの方と出会ってまいりましたが
ってまいりましたが今回は昨年の秋に起こった出来事を紹介
紹介させていただきます。
忘れもしない 2014 年の 11 月 3 日
日（文化の日）、天草 18 時発福岡行きの 107 便での事です。
お母様（小さな赤ちゃんを抱っこ）と
と 4 才ぐらいの男の子が保安検査場を通過し
し飛行機に向かおうとして
ましたが、男の子が泣いて泣いて泣いて・・・
いて・・・
「ひこうきに乗りたくな〜い！(T̲T)/~~~
(T̲T)/~~~」
出発時間も迫っており、いよいよ困
困った状況になりました。
「もし宜しければ私が抱っこして飛行機
飛行機までご案内しましょうか？」と提案し、お母様も了承して下さいま
お
した。
（
（何とかご機嫌になって〜〜）
）と心
心で念じて泣きじゃくる男の子を抱っこし、建物の外に出ると綺麗なお
建物
月さまが・・・
（（これはお月さまの力
力を借りるべし））
「そんなに泣いてたらお月さまに
さまに笑われるよ」と月を
指さしたら、ＵＦＯと見間違える程の
の、ものすごく明るい流れ星が・・・
男の子もあまりの出来ごとに泣くのも
くのも忘れて空を眺めていました。
後で知ったのですが、流れ星よりさらに
よりさらに明るい「火球（かきゅう）
」というものだったようです
というものだったようです。
神様、私のささやかな願いを叶えて下
下さりありがとうございます。
火球（
（かきゅう、fireball）とは、一般に-3~4 等級よりも明るい流星の事
等級
である
である。火玉（ひだま）とも言われる。大気中で蒸発
蒸発したものも、隕石とな
って地表
地表に落下したものも、一定以上の明るさで光
光れば、どちらも火球と呼
ばれる
ばれる。なお昔は、隕石となった火球を、隕星と呼
呼ぶ事もあったが、最近は
あまり
あまり使われない。
（ウィキペディアより
ィキペディアより引用）
AMX からのお知らせ

日全便搭乗率１００％祭！」
15 周年キャンペーン
キャンペーン「夢チャレ！ＡＭＸ１日全便搭乗率

今年、天草エアラインは就航 15 周年
周年を迎えます。これもひとえに AMX を応援して
してくださいますお客様のお
かげです。誠にありがとうございます。
。(T̲T)！！
日全便搭乗率１００％祭！」と題しまし
そこで皆様にお知らせがあります！３月
月８日(日)に「夢チャレ！AMX１日全便搭乗率
て、「１日全便搭乗率１００％」を目指
目指したいと思っております。この日限定で大変
大変お買い得な価格での商品プ
ランをご用意しております。詳細は天草
天草エアライン HP からもご覧いただけます。(^O^)/
(^O^)/
① ３月８日限定 10 便連続搭乗！
チャレンジ１００！
１日親子イルカ号パラダイス！チャレンジ
予約：2 月 8 日 09：00 ※15
15 席限定発売
お一人様／10,000 円
天草エアライン予約センター TEL
TEL：0969-34-1515

ワイエス

日本
日本の名機
“YS１１”

② ３月８日限定 親子で楽しい！
日本の名機 YS１１＆防災ヘリコプター
ヘリコプター日帰り見学プラン！
（天草＝熊本間往復航空券＋昼食＋
＋YS11＆防災ヘリコプター見学）
お一人様／5,500 円（税込／小児同額
小児同額）
九州産交ツーリズム天草旅行センター
センターTEL：0969-24-3151／FAX：0969
0969-24-3498
※上記のプラン②は天草の空サポータークラブ
サポータークラブ会員様（年会費無料）限定となっており
ております。
詳しくは天草エアライン HP 内の 3 月８日は「夢チャレ！ＡＭＸ１日全便搭乗率１００
１００％祭！」をご覧のうえ、
申し込み用紙をダウンロードされて、
、FAX でお申し込み下さい。

★★★★★★★★★社員一同皆様
皆様のご搭乗を心よりお待ちしております
ちしております！★★★★★★★★★

