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イルカの空中散歩をご覧いただき
いただきありがとう

担当 C/A

西島）

大事なパールを落としては大変
大変....。慎重に(>_<)

ございます。今回は家族で楽しめる
しめる天草の観光
スポットをご紹介します。

わくわく海中水族館シードーナツ
シードーナツ
長〜い
い橋を渡った
先に、 海に浮かぶド
ーナツ 型の水族館が
あります
あります。世界各国
の魚を
を観ることがで
入場料＋500 円を
き、入場料
払うと ふれあいコ
ーナー に参加でき
て、イルカを実際に触れます。イルカのから
近寄って来てくれたりと、本当に
に可愛いです♡
見ているだけでも
癒してくれるイル
カたちです。天草
空 港 か ら 車 で 36
㎞（60 分）のとこ http://www.amakusapearl.com/
わくわく海中水族館
海中水族館シード―ナツ HP より
ろにあります。

天草パールセンター
ター
こちらではストラップ・ブレスレット・
こちらではストラップ・ブレスレット・万
華鏡作りが体験できますが、今回
今回は 1 つだけ
淡水パールを使ったストラップ
ストラップ作りを紹介し
ます。料金は 2000 円です。淡水
淡水パール、天然
石、ビーズを組み合わせて作ります
ります。
沢山ある中から気に入った淡水
淡水パールを、
大小合わせて 14 個選び、他に天然石
天然石 9 個とビ
ーズ 4 個を選びますが、私はアクセント
はアクセントにな
る色を緑に決め、あとは直感で
で選びました。
(笑)使用する全てのパーツが決まったら
まったら、ワイ
ヤーを通す順番に一列に並べます
ます。アクセサ
リーを身につける方は分かると
かると思いますが、
パーツの並びって大事ですよね
ですよね？センス良く
並べるなんて難しいよ〜((+_+))
((+_+))という方もご
安心ください。見本を見ながら
ながら作ることがで
きます。見本を見ながら並べ終
終えると、ワイ
ヤーを通す作業に入ります。ピンっと
ピンっと張った
ワイヤーを使うので、決して大変
大変ではありま
淡水パールは湖で採れる為、
天草産ではありません。天草
パールセンターでは
貝真珠

あこや

天草産など他にも豊

富に取り扱っています。

プロの方にペンチで紐を
せんよ。仕上げに、プロの
取り付けていただくと完成
完成です。淡水パール
を多く使用するので高級感
高級感がありつつ優しい
風合がでます。機会がありましたら
がありましたらご自身用
やプレゼント用に作ってみては
ってみてはいかがでしょ
うか？水族館シードーナツの
シードーナツの隣にあります。

大空食堂
噂を聞いて気になっていた
になっていた大空食堂は松
島の天草パールセンターから
パールセンターから車で走ること 13
㎞（25 分）、船
着き 場の 端に
あります。
丁度 お昼 の時
間帯で、会社員
やご 家族 連れ
さ、
で店 内は ほと 具の高さ
んど 満席 でし 約 10 ㎝!!
㎝
た。
長崎ちゃんぽん（700
700 円）は野菜・海老・
鶏肉など具だくさんで麺
麺が見えない程のボリ
ューム！大盛りを頼んだわけではありません
んだわけではありません
が、やはり他のお店に比
比べて 3 倍はあろうか
という具の量なのです。味も美味しくてお腹
も満たされて、大満足な
な一杯をもちろん完食
しました（＾ー＾）。伸び
びてしまうので、先に
麺を召し上がるといいかもしれません
いいかもしれません。
みなさま是非、楽しい
しい思い出を作りに天草
にお越しください♪
の詳細★―――――――
―――――――★場所の
■わくわく海中水族館シードーナツ
シードーナツ
まつしま

あいづ

まつしま

あいづ

上天草市松島町合津225--7 TEL:0969-56-2570
■天草パールセンター
上天草市松島町合津6225
225-8 TEL:0969-56-1155
■大空食堂
お お や の

のぼり だ て

上天草市大矢野町 登 立4823TEL:0969-56-1179
4823

日本航空にご搭乗いただき、有り難うございます
うございます！
乗員部、副操縦士の清水健夫と申します
します。今日のフライトは如何ですか？私たちパイロットは
たちパイロットは安全運航と
いう大前提のもと、少しでも快適なフライトをお
なフライトをお客様に提供すべく、日頃から出来
出来るだけ揺れの少ないと思
われる飛行高度や飛行ルートを選定するように
するように心掛けております。しかし、フライトは常に変動する自然が
フライトは
相手です。ときには予想に反して揺れることもありますし
れることもありますし、目的地へ向かうためには
かうためには揺れるとわかっていて
もその中を飛んで行かなければならないようなこともしばしばです
かなければならないようなこともしばしばです。特に短い路線
路線が多い弊社のフライトに
おいては、離陸から着陸までずっと揺
揺れっぱなし、、、なんてこともあります。
大きな揺れが長時間続くようなフライトのとき
くようなフライトのとき、私の頭の中にはときどきある
にはときどきある歌が流れてきます・・・。
【揺れる想い体じゅう感じて♪ このままずっと
このままずっと空（←本当はそば）にいたい♪
♪】
ZARD の『揺れる想い』です。
（'90 年代
年代のポカリスエットの CM ソングですね）ちょっと
ちょっと（いや、かなり？）
ふざけているように思われるかも知れませんが
れませんが私はこの歌を思い出すことで、どんなに体が大きく揺さ振ら
どんなに
れても、冷静にフライトを続けることができます
けることができます。皆様ももしお乗りの飛行機が揺
揺れたときには、この歌を
心の中で歌ってみて下さい。揺れが少
少しは楽しく感じられるようになるかも知れませんよ
れませんよ!?
この機内においても巡航中はお客様自身
客様自身のデジタルオーディオプレーヤーなどで
のデジタルオーディオプレーヤーなどで音楽をお楽しみいただ
くことができます。
（機内にはオーディオ
にはオーディオ設備がなくて申し訳ありません。）夜間、
、雷が光っているような嵐
の中のフライトでは、
『パイレーツオブカリビアン
パイレーツオブカリビアン 彼こそが海賊』など如何でしょうか
でしょうか？機内が一種のア
トラクションに変身するかも知れませんよ
れませんよ？
また夜間、渋滞している高速道路の上
上を飛行するときには、中島みゆきさん
の『ヘッドライト・テールライト』なども
なども個人的におすすめです。101 便（日
本航空 3890 便）ご利用のお客様には
には、狩人『あずさ 2 号』なんかも面白い
と思います。【8 時ちょうどの〜101 便で〜♪】他にも名曲『翼をください』
や『浪漫飛行』など大空への想いを馳
馳せた曲は数多くありますよね。

800 系新幹線シュミレーター

皆様も是非、フライトがより
フライトがより楽しくなるような窓からの景色に合うお
うお気に入りの曲をみつけて
みて下さい!!

天草
エアライン
みぞか号
で行く！
福岡⇔天草往復航空券
天草往復航空券

＋
空港から会場までの
までの送迎付き

■旅行代金：9500 円 （大人お
お一人様／税金）
■出発日：平成 27 年 4 月 19 日
日（日）限定日帰りプラン
■詳細は、天草エアラインＨＰをご
をご覧ください。
■ご予約は、下記の連絡先にお願い
い致します。
■株式会社アップツアー天草デスク
デスク TEL:0969-27-0085
※定員になり次第締め切らせていただきます
らせていただきます。

4・
・5 月 運休情報
便(天草⇔福岡)
◇ 105 便・106
便・
5 月…122 日(火),14 日(木),19 日(火),
21 日(木)
◇ 201 便・202 便(天草⇔阿蘇くまもと)
5 月…12
12 日(火),14 日(木),19 日(火),
21 日(木)
◇ 801 便・802 便(阿蘇くまもと⇔大阪)
4 月…22
22 日(水)
5 月…12
12 日(火),14 日(木),19 日(火),
21 日(木),26 日(火)
皆様には
にはご不便をお掛け致しま
す。4・5 月の運休日をお間違え無い
ようお確かめ
かめ下さい。お問合せは、
予約センター
センター(0969-34-1515)までご
連絡下さい
さい。

