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●全便運休 

9月 9日（火）・10（水）
※整備（耐空証明検査）のため全便運休

●105便・106便（天草⇔福岡間）
10月 7（火）・9日（木）16日（木）

23日（木）
11月 5日（水）・12日（水）・19日
※乗員訓練のため運休。 

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたします

今後とも安全運航に努めて参りますのでご

宜しくお願い致します。 

今月、待ちに待った

9月 13日に貸し切りのイルカの
13日（土）は天草空港での

14日（日）は西の久保公園
8月 25日から 9月 13
なっております。

嬉しいと思います
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座席は「最前方」にして、背当
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な・の・に、椅子の高さはやや
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ところで、もう定期路線からは

50年前当時の日本人にジャストフィットする
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シートを最前方にしなくていい

（ちなみに導入予定のATR機

全便運休。
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での歓迎セレモニー、そして 16:30から銀天街

久保公園に、15日（月）はお万ヶ池にサンタさん達
13日までは、機内や空港内もサンタさん歓迎
一足早いクリスマスムードをお楽しみいただけたら

います。サンタクロース会議について詳しくは

宝島観光協会のホームページをご覧ください。 
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