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皆さま、梅雨の時期はどのように
お過ごしでしょうか。飛行機の窓の
外は雲で覆われがちですが、どうぞ
機内誌をご覧になってお楽しみ下
さいませ。今回は福岡線で見える志
賀島と海の中道海浜公園をご紹介
します。

私は、ソーダの香りがするバラが
とても気に入りました。
6 月は花の入れ替わり時期でも
あります。園内はスイレンなど水辺

かわいい
かわいい動物達を間近に感じる
ことが出来
出来ます。

こみ ち

の花を始め あじさいの小径 とい
う静かな小道に 1 万 2,000 本のあ
じさいが優しい色合いの花を咲か
しかの
せます。中には、綺麗なのですが、
志賀島
うみ
なかみち
海の中道
とてもバラの仲間には見えないよ
うな種類もありました。お若いカッ
プルから、ご年配の方までゆっくり
かいひんこうえん
お散歩しながらバラの香りや珍し
海浜公園
いバラたちの眺めを楽しんでいま
うみ
なかみちかいひんこうえん
3〜5 月中、海の中道海浜公園で した。バラは 6 月上旬までが見頃
は 200 万本のネモフィラの花畑が です。
あじさいの開花状況はの HP 内、
圧巻の迫力の『海の中道フラワー
ピクニック』と『うみなかバラ祭 「海の中道海浜公園 公園の花ブロ
り』が同時に開催されていました。 グ 」で確認出来ます。
■ まるで青い海のネモフィラ畑 ■
■ 海浜公園内の動物園(=^―^=)■
花の丘というエリア一帯にネモ
海浜公園の入園料
（大人 410 円、
フィラの花畑が広がっていました。
シルバー210 円、小・中学生 80
初めて目にする一面青色の花畑に
円）には動物園の入園料も含まれて
感動したと同時に、青い海に例えら
います。 動物の森 と呼ばれるこ
れる訳がうなづけました！
さく
イベント中、花畑の前でまごころ ちらの動物園には、柵がある鳥類や
フォトサービスがありカメラマンに ヒツジなどのコーナーと、柵の代わ
りに堀が廻され水が流れているリ
よる記念撮影と自分の写真付きポス
スザル、クロモザル等のコーナーが
トカードが無料でもらえました。
あります。
柵がないのでお猿さんたちの様
子が良く見え、愛嬌たっぷりな動作
に魅了されます。他にもマーラ、カ
ピバラ、ヒツジ、絶滅のおそれのあ
る珍しいマナヅルなどがいます。
写真は飼育員さんがリスザルに
エサをやっているところです。
沢山のバラに酔いしれるバラ園■
ｋ バ ラ ま つ り で は 240 品 種
2,200 株のバラがフラワーミュー
ジアムの一角にあるバラ園に咲き
誇ります。下の写真はバラのトンネ
ルです。素敵ですよね…。
■

リスザル コーナー
カピバラ・マーラ・カンガルー
コーナーは少しドキドキ！？ ■
放し飼いされているカピバラ・マ
ーラ・カンガルーの柵に入るのは最
初は勇気が要りますが動物たちは
大人しいので心配いりません。
■

マーラ

カピバラ

※マーラ
マーラ：テンジクネズミ科。
南アメリ
アメリカの草原にすむ。ウサギに似
ているが
いるが歩いている姿は小ジカの様で
す。
し か の しま

昼食は志賀島にて♪■
志賀島
志賀島に行くため、海の中道海
浜公園を
を出て、 西戸崎駅前 バス
停で西鉄
西鉄バスに乗りました。バス
の窓から
から見える景色は両側とも海
で、海の
の上を通る一本道をバスに
揺られること
られること 10 分、 志賀島 バ
ス停に到着
到着。バス停を降りると目
の前にお
にお食事処、志賀島センター
(TEL092-603-1644
TEL092
)があります。
■

ここは
ここは漁協直営店で志賀島の近
海で獲れる
れる地魚を使った料理を味
わえます
わえます。新鮮な地魚料理を求め
て店内はお
はお客様で満席でした。
メニュー
メニュー表を見ながら、さざえ
丼・お刺身
刺身・天ぷら等など全部味
わってみたかったのですが
わってみたかったのですが、私は
さざえ丼
丼を頂きました。さざえ丼
は 1,200 円で、さざえの壺焼き、
さざえ丼
丼、お味噌汁、ひじきの煮
物がついています
がついています。新鮮なさざえ
の美味しさがぎゅっとつまってい
しさがぎゅっとつまってい
てとても
てとても美味しかったです。お味
噌汁とさざえ
とさざえ丼に入っていた、ワ
カメも肉厚
肉厚で、海の幸を満喫でき
る昼食を
を楽しむことができまし
た。
にお越しの際は海の中道と
福岡にお
志賀島に
にも足をお運び下さい。

がんばって〜♪

初

級

編

①

「オススススヤヤヤ
オススススヤヤヤ」は何屋さん？

中

級

編

②

「さしすせそ
さしすせそ中」はどういう意味？

中

級

編

.③

床屋さんに
さんに行って髪を切ってもらうようお願いするとバシバシバシとぶたれました
いするとバシバシバシとぶたれました。
なぜでしょう
なぜでしょう？

上

級

編

④

5＋5＋5＝
＝550 になる様に一本だけ線を描き足してください
してください。どこに描きますか？

⑤

目は 4、鼻
鼻は 9、口は 3。では耳は？
答えは一番下をみてね♪☆
☆

かいどう

くまモン

て ん く る

天空流くん

海道くん

本日も天草エアラインをご利用頂き
き、誠にありがとうございます。
うんそう

かね こゆう き

この度のつぶやきを担当致します、運送課の金子悠樹と申します。
や、お荷物を飛行機に運んでおります。
普段は、お客様のご予約を頂く業務や
その他にも車椅子のパンク修理、傘の
の修理といった備品の整備から、
最近ではカウンターの照明に張り付けるシールを
けるシールを作ったりもしています。
季節ごとに貼り替える予定ですので、宜しければ天草空港のカウンターが
どうなっているかもご覧頂き、季節の
の変化を楽しんで頂ければと思います。

入社 4 年目。血液型 A 型 23 才。
愛車の
の KAWASAKI ZRX-400 で
ツーリングするのが
ツーリングするのが私の趣味です。
7 月には
には天草トライアスロンに参
加します
します！

また、時にはイベントに参加したりもします
したりもします。先日も福岡市で行われました『博多どんたく
どんたく港まつり』に天草空
港の PR 担当として参加して来ました。
。
『
『天草ハイヤどんたく隊』の方々と天草空港
天草空港のマスコットキャラクター
である『天空流くん』
（てんくるくん）天草海道
天草海道のマスコット『キャプテン海道くん』
』
、また熊本県の営業部長『く
まモン』もパレードに加わり、沿道の方々
方々に天草の事を紹介して来ました。そんな中
中、天草に遊びに行ったら何
をすればいいかとご質問されたので、イルカウォッチングが出来ますよと紹介しました
しました。
天空流君というイルカのキャラクター（鳥ではありません）もいましたので、まずはそこから
はそこから紹介したのですが、
パレード中は歩きながらでなかなかゆっくりお
きながらでなかなかゆっくりお話しが出来なかったのが少し残念でした
でした。
天草空港には、私を始めお客様とお話
話しをすることが好きな職員が多いですので、何かお困りの際やお時間に
余裕がある方はぜひお気軽にお声かけ
かけ下さい。皆様とお会いできることを楽しみにしております
しみにしております。
天草エアラインの何でも屋、金子でした
でした。

き旅行商品プラン
天草エアラインで行く 福岡行き
福岡フリープラン（宿泊付き
き）

往復航空券+ホテル 1 泊（朝食付
朝食付き）15,300

日帰りランチプラン
往復航空券+ランチ

円〜

9,980 円〜2 名様より出発

旅行商品プランは、７日前までにお
までにお申込みが必要です。

お申込み･お問合せは､下記旅行代理店
旅行代理店へお願い致します。
...・㈱アップツアー 天草デスク

J

乗員訓練の為、以下
以下の日程で一部の便を運休
いたします。
【天草⇔福岡】
・105･106 便 運休日
6 月 6/3、6/5、6/10、6/12
【阿蘇くまもと⇔大阪伊丹
大阪伊丹】
・801･802 便 運休日
6月

6/4、6/11

航空機の整備作業
整備作業の為、以下の日程を全便運休
いたします。

TEL:0969-27-0085

・九州産交ツーリズム㈱

TEL:0969-24-3151

・㈱日本内外旅行 天草営業所※

TEL:0969-22-6000

・㈱農協観光 JA 天草旅行センター※

TEL:0969-23-2262

※福岡ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ（宿泊付き）のみ取り扱
扱い

･6 月 7 月の運休情報
運休情報/

【全便運休】

7月

7/7、7/8、7/9、7/10

皆さまには日頃より
より天草エアラインをご利用
頂きまして心より感謝
感謝を申し上げます。
運休でご不便をお掛
掛け致しますが、今後ともどう
ぞ宜しくお願い申し
し上げます。

答え：①おすし屋さん ②サ行中（作業中）③散髪（三発
三発）をお願いされたから。④ ＋ に一本線を加えて”４”に
にすると 545＋５になる。⑤兆（聴覚）

