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今話題の倉岳町をめぐる

皆さま、本日もご搭乗ありがとうございます
ありがとうございます。
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まだまだ暑い日が続きそうですね。熱中症
熱中症などにお気を

の KENTA さんと KO-SHIN さんが中学・高校時代に練習し
さんが

付け下さい!!

ていたという、 ύνϯίେ です。
『アゲイン』という

さて、今回村上がご紹介するのは・・・
するのは・・・
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幅広い世代に大人気のバンド W
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A のルーツでも
くらたけまち

もあり、ファンの間でとても
でとても有名になりました。
＊現在は、中には入れないようになっています
れないようになっています。ご近所の方によると、

ある、天草市倉岳町です。
倉岳町と言えばその名の通り

楽曲の MV（ミュージックビデオ
ミュージックビデオ）の撮影場所だったこと

という標高 682.2ｍ
倉岳 という

遠方から来るファンも多いそ
そうです。

の天草諸島最高峰の山があります。せっかくなので
せっかくなので山頂を
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←外観

目指すことにしました。山頂まで車で行くことが
くことが出来ます

↓中の様子

道は舗装されているといってもなかなか狭
狭く、一人だと
少し心配になるほどです…笑
こんな時は W
いてテンションを上げてい
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A の曲を聞いてテンションを
きましょう♪笑

20 分程登ると山頂に到着
到着です!!!!

この日は、月に 1・2 度、清掃や草木の伐採
伐採しに来ている
という方がいらっしゃっていました。一人
一人で心細かった私
はホッとしたのでした☆
山頂には、漁民と航海の安全を祈願して
して倉岳神社祀られ
ています。そこに広がる景色は最高です!!
!!
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そしてもう一つファンの間
間で話題となっているのが…
ࡊ͔ͣΑさんの カレーパン です☆★☆★☆
パチンコ大和の入り口の張り
り紙に 絶品!! と書かれてい
たことから、ファンの間で有名
有名になったようです。
ということで、早速お邪魔することに
することに!(^^)!ワクワク
場所はパチンコ大和のお隣
隣。
中に入ると美味しそうな匂い
い
がします。とても気さくなお
さくなお母
さんが出迎えてくれます♪
この日は運良く、揚げたてを
げたてを
いただくことが出来ました☆
☆
一言で、美味しい!!カレーはもちろん
カレーはもちろん、生地も美味しい!!
お母さんと色々お話をしながらカレーパンをいただいて
ながらカレーパンをいただいて
いる間にも、地元の方がお惣菜
惣菜を買いにいらっしゃってい

天気のいい日は、御所浦島や上天草の島々
島々、また鹿児島
し

し じま

ながしま

県の獅子島や長島を望むことが出来ます。この日も空気は
霞んでいたものの、綺麗に見ることが出来
出来ました!!パラグ

ました。お母さんとお客さんとのやり
んとのやり取りをみて、地域に
愛されているお店だな〜と感
感じました（＾−＾）ホッコリ
天草で初となる W
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A のライブが開催された翌日に

ライダーを楽しんでいる方もいらっしゃいましたよ
もいらっしゃいましたよ。

はなんと 150 個ほど売れたそうです
れたそうです!!W
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ここ倉岳神社も 2016 年の熊本地震による
による被害を受け、祠

おそるべし!!しかし、お惣菜
惣菜をメインでつくられるお

も傾き、無残な姿になってしまったそうです
になってしまったそうです。そこで基礎

店なのでカレーパンがない
ない日もあるそうです。行かれ

から修復され、現在のようになっています
のようになっています。
「倉岳地区に

る方は事前にお問い合わせされると
わせされると安心です。

大きな被害がなかったのはこの神様のおかげです
のおかげです」と仰っ
ていました。私も、
「いつもありがとうございます
いつもありがとうございます。
」と手
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また、倉岳町を訪れる際に外せないのは
せないのは、 倉岳大えびす です。
ここ倉岳町では漁が盛んで、えびす様は昔
昔から豊漁や航海の安全を守ってくださる神様
として大切にされてきました。倉岳大えびすは
えびすは台湾花蓮産の大理石で造られており、台座
台座
を含め高さは 10ｍで日本一の大きさなのだとか
きさなのだとか。また、敷地内には

えびす茶屋 があり、
があり

倉岳特産のシモン芋を使ったうどんなど食事
食事も出来ます。その他にもシモン製品をはじめ
をはじめ
とする天草の特産品の販売もされています
もされています。ここでお土産もバッチリ！
皆さまも魅力たっぷりの倉岳町をドライブしてみてはいかがでしょうか
ドライブしてみてはいかがでしょうか？
͑ͼ͢

？
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熱中症対策、大丈夫ですか
ですか？
皆さま、熱中症対策は万全ですか？
熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と「行動」によるものが考えられます
えられます。
環境：気温が高い、湿度が高い、風が弱
弱い
からだ：高齢者や乳幼児、二日酔いや寝不足
寝不足

これらの要因によって

行動：激しい労働や運動によって体内に
に著しい熱が生じる・水分補給出来ない状況

引き起こされます！

大量の発汗・倦怠感・吐き気・痙攣・意識障害などがあります
●熱中症の症状は、めまい・失神・大量
などがあります。

＜予防と応急処置＞
塩分補給をこまめにすること等が
熱中症の予防は、涼しい服装にする・
・外出時は帽子や日傘を使用する・水分/塩分補給
大切です！もし、熱中症かも?!と思ったら
ったら、直ぐ涼しい場所に避難し、水分/塩分を
を補給！そして衣服を緩めて
体を冷やし、楽な姿勢になりましょう
になりましょう。
症状が良くならない場合は、躊躇せず
せず医療機関を受診しましょう！

AMX INFORMATION

天草エアライン
エアライン

誕生月は よかよ 割
天草エアラインをご利用されるすべてのお客様が対象！

天草―福岡間がなんと

5,800 円 !
＜片道 1 名様あたり＞

設定期間

AMX 航空教室を開催！！
2019 年

8/15(木
木)

座席数
限定！

＊ご予約は 1 ヶ月前〜前日まで。
＊同行者 2 名様までご利用できます。
TEL0969
TEL0969-34-1515
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①11:00〜

●8 月誕生日の方
2019 年 8 月 23 日(金)〜8 月 30 日(金)
●9 月誕生日の方
2019 年 9 月 6 日(金)〜9 月 13 日(金)

天草エアライン予約センター

＊環境省 HP 内「熱中症予防情報サイト」引用

②14:00〜

の 2 回開催！
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オリジナルグッズを
プレゼント！

熊本⇔大阪（伊丹）間をご利用のお客様へ
８月 1 日より、上記路線は JAL グループ
グループ会社とのコードシェア便になります。（J-AIR の機材及び乗務員にて運航）
の
●JAL2386/AMX9801：熊本 14:10 発®大阪(伊丹
伊丹)15:15 着 ●JAL2385/AMX9802：大阪(伊丹)12:25 発®熊本
発
13:35 着 となります。
※JAL コードシェア便との接続の為、弊社
弊社の天草＝熊本線のダイヤが変更となっておりますのでご
りますのでご注意ください。

