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CC//AA 村村上上がが行行くく！！

ああななたたののままちち～～福福岡岡・・博博多多編編～～

寒さも本格的になって参りまし

たが、皆さまは元気にお過ごしです

か？ 

こんなに寒いと、休日でも外出す

るのが億劫
おっくう

になりますね…。私も引
きこもりがちです(笑) 

しかし、せっかくの休日は充実さ

せたいですよね(^^♪ 

そこで今回ご案内するのは、 

「天草‐福岡・博多日帰りでも満

喫できる旅」です！ 

 空港に到着した私は、まず、

2011 年にリニューアルした博多

駅に向かいました。 

JR 博多シティは、博多阪急やア

ミュプラザ博多などの入った複合

ビルです。専門店などが充実してい

るはもちろんなのですが、お子様連

れには嬉しいフロアもあるんです

よ！それがココ、 

↓「つばめの杜
も り

ひろば」です。

 「つばめの杜ひろば」は、屋上庭

園で、福岡市街を一望できる展望テ

ラスや、旅の安全を祈願する鉄道神

社、お子様が乗って楽しめる「つば

め電車」（ミニトレイン）もありま

す。その他にも食べ物・土産物屋さ

んもあります！晴れた日は特に気

持ちがいいと思います（＾－＾） 

↑展望テラス 

↓ミニトレイン 

ルルカカのの空空中中散散歩歩
ここからが今回の旅の本番で

す！ 

私は博多駅前でタクシーを待っ

ていました…。タクシーと言っても
普通のタクシーではないですよ！

今回お世話になるのはこちら↓

 このタクシーの名前は…
「VELO

ベ ロ

 TAXI
タクシー

」です!! 

VELO TAXI は、ドイツで開発

された自転車タクシーです。京都

市で日本最初の運行を開始し、現

在は、北は札幌から南は沖縄まで、

日本各地で運行しています。 

福岡では 2005 年から運行が

開始されました。現在、10 台の

タクシーが活躍しており、全国で

所有台数が１番多いそうです。 

観光の足としてはもちろん、こ

どもの塾の送り迎えや、ご高齢の

方の移動など生活の足としても活

躍しています。 

VELO TAXI

楢崎さん

VVEELLOO＝＝自自転転車車（（ララテテンン語語））

 今回、語り
・ ・

べ
・

ドライバーとして

案内して下さるのは、代表の楢崎
ならざき

さんです。私は楢崎さんの案内の

もと、博多の歴史と風情を満喫し

てきました！ 

博多駅を出発して、まず到着し

たのは「東長寺
とうちょうじ

」です。約 1200

年前に唐から帰国した空海が日本

で最初に開いた真言宗のお寺で

す。 

↑東長寺 

→

2011 年に完成し

たばかりのピカピカ

の五重塔（木造） 

１月

「軍師
ぐ ん し

ています

藩の藩主

お墓がある

地としてこれから

が増えるだろうとおっしゃって

いました

この

殿には

本最大

その

されている

実演コーナーや

ふるさと

櫛田
く し だ

参道を通

福岡

園山笠

山笠」

からスタート

迫力を

客席も

毎年、職人

よって

山笠が

す。 

近くで見

すごく

りました

移動

崎さんは

いろんな

いました

歩歩
月から NHK 大河ドラマの

軍師
ぐ ん し

 黒田官
くろだかん

兵衛
べ え

」が放映され

ていますが、ここ東長寺には黒田

藩主であった黒田忠之公の

があるなど、黒田家ゆかりの

としてこれから見物される方

えるだろうとおっしゃって

いました。 

この他にも六角堂
ろっかくどう

、そして大仏

には、「福岡大仏」で有名な日

本最大の木造座像もあります。 

その後、境内が国の史跡に指定

されている聖福寺や伝統工芸の

コーナーや、お土産処もある

ふるさと館をめぐったあと…
櫛田
く し だ

神社
じんじゃ

を訪れました。

←櫛田神社の 

   鳥居の前

通ると…→

← 

天井には干支

が描かれてい

ます！ 

年が変わる

時に、その年の

恵方に向けて

中心の針が回

されます！ 

福岡三大まつりの一つ、博多祇

園山笠の最終日に行われる「追い

は、櫛田神社に入るところ

スタートするそうで、祭りの

を間近で観られるように、観

も設営されるみたいです！ 

→

職人さんに

って作られた

が飾られま

見ると、 

迫力があ

りました！！ 

移動の間にも、ドライバーの楢

さんは福岡のことはもちろん、

いろんな楽しいお話しもして下さ

した（*^_^*）
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VELO TAXI

大満足の村上♪

ふるさと館前にて

2 月はとくに混雑すると

いう、歴史ある

Chocolate
チ ョ コ レ ー ト

 Shop
ショップ

皆様、こんにちは。 

本日も天草エアラインにご搭乗いただき

運送部の甲斐と申します。 

2 月 14 日はバレンタインデーですね

用にあれもこれもと買い込み、体重計にのっては

今月は、バレンタインデーにちなんで、

まずは、染岳観音院(そめだけかんのんいん

この天狗岩に二人で手を合わせると、縁

岳(そめだけ)の中腹にあります。また、観音院

ます。 

次に紹介するのは、通詞島沖にある「

の女神に見えるそうです。夕日が、女神

あります。 

ぜひ、大切な方と一緒

運運送送部部のの

「博多べい」=

戦災復興を

石や焼け瓦などが

り込められて

れました。

天天草草エエアアラライインンでで行行くく

JJRR HHAAKKAATTAA CCIITTYY 日日帰帰りりラランンチチ oorr デデ

＋＋

((天天草草発発 110011 便便→→福福岡岡発発 110088 便便))

代代金金((大大人人おお 11 人人様様))

設設定定期期間間

平平成成 2266 年年 33 月月 3311 日日ままでで

◆◆２２名名様様よよりり出出発発 77 日日前前ままででおお申申込込 OOKK

◆土・日・休前日・祝日 3,000 円 UP！

◆ブラッスリーポール・ボキューズ博多

詳詳ししいいおお問問合合せせ

㈱㈱アアッッププツツアアーー天天草草デデススクク TTEELL 00996699

大好評！

天草⇔福岡往復航空券 JR 博多シティ

9,800円

おお知知ららせせ

下記にご紹介している日帰

す！◆2/5～２月末(予定)の

なんと！C/A の太田が出演

HAKATA CITY での過ごし

ガラッと人が変わって（＾－＾）

に乗って

♪

にて…

今回散策したコースの他

を走らせてくれます！ 

例えば…
「○○でランチしたいんだけど

い！」 

「はかた舟の乗り場まで行きたいけど

たい！」 

など…楽しく案内してくださいますよ
普段、ショッピングなどでしか

は、たまにはこういったゆったりした

てもいいかもしれませんよ

福岡に行かれた際は是非体験

VVEELLOO TTAAXXII ごご予予約約
009900--

いただき誠にありがとうございます。 

はバレンタインデーですね。お店にはたくさんのチョコレートが並び、チョコレート

にのっては後悔をする毎日です。笑 

、天草にある恋愛成就できるという噂のパワースポットをご

そめだけかんのんいん)の境内にある「天狗岩」です。 

縁が結ばれたり、懐妊するとされています。染岳観音院

観音院からは、染岳山頂への登山道もあり、トレッキング

「七通瀬灯台」(ななとおりせとうだい)です。この灯台

女神の松明に重なるシーンを見ることができれば、恋愛成就

一緒に足を運んでみて下さい。
2人に素晴らしいことが訪れるかもしれませんよ

のの甲甲斐斐 杏杏奈奈ももつつぶぶややききたたいい

=博多独特の土塀

を祈願して、焼け

などが土の中に塗

められて、強い壁が造ら

デディィナナーーププラランン!!!!

KK！！

博多で食事 

99--2277--00008855 

！

シティ食事付き 

円

天天草草エエアアラライインンでで行行くく
一一流流ホホテテルルののラランンチチ付付

旅旅行行代代金金((大大人人おお 11 人人様様//

99,,998800～～11
設設定定期期間間：：平平成成 2266 年年 33 月月

◆◆22 名名様様よよりり出出発発 77 日日前前
((77 日日前前がが土土・・日日・・祝祝ととなな

＜＜選選べべるるラランンチチ＞＞

☆☆ハハイイアアッットト・・リリーージジェェンンシシ

☆☆ググラランンドド・・ハハイイアアッットト・・福福

☆☆ホホテテルルオオーーククララ福福岡岡

詳詳ししいいおお問問合合せせ

九九州州産産交交ツツーーリリズズムム㈱㈱ 天天

日帰りプランを、具体的に紹介している番組が天草ケーブルテレビ

の期間で、時間はランダムです。

出演しているんです♪番組内では、今回ご紹介した

ごし方、食事風景など…。普段は軽快なおしゃべりの
（＾－＾）それもみものです！！ 

他にも希望に合わせて TAXI

でランチしたいんだけど、そこまで送って欲し

きたいけど、その間に観光し

してくださいますよ（*^_^*） 

ショッピングなどでしか福岡の街を訪れない方

たまにはこういったゆったりした時間を過ごしてみ

♪

是非体験してみて下さい！ 

約約・・おお問問合合せせ

--88991166--00118822 ままでで！！

チョコレート大好き人間の私は自分

のパワースポットをご紹介します。 

染岳観音院は、天草・本渡にある染

トレッキング等も楽しむことができ

灯台は、夕陽を浴びると自由

恋愛成就できるとのうわさが

れるかもしれませんよ! 

いい

くく
福福岡岡でで過過ごごすす

ちちょょっっとと贅贅沢沢なな休休日日

//基基本本便便のの場場合合))小小人人同同額額

1122,,998800 円円
月月 3311 日日ままでで

前前ままでで受受付付 OOKK！！
ななるる場場合合ははそそのの前前のの営営業業日日ままでで))

シシーー・・福福岡岡

福福岡岡

天天草草旅旅行行セセンンタターー

TTEELL00996699--2244--33115511

天天草草空空港港発発着着

日日帰帰りりププラランン

ケーブルテレビで放映されま

した VELO TAXI 観光や、JR 

なおしゃべりの太田も、カメラが回ると、


