
本日もご搭乗ありがとうござ

います。若葉が薫る頃となりまし

たが、皆様いかがお過ごしですか。

今回、井上が取材させて頂いた場

所は、ゴールデンウィークのおで

かけにぴったりな熊本市西区に

あります、『柿原
かきばる

養
よう

鱒場
ますじょう

』です。 

湧水
ゆうすい

と自然に恵まれ、行楽地＆観

光地として人気の高いレジャー

スポットです！熊本名水百選に

も選ばれ、熊本水遺産に登録され

た湧水で育ったマス【ニジマス】

を釣り、そのマスを塩焼きや天ぷ

らにして頂くことができます。も

ちろん、お料理だけ頂くこともで

きます。なんと！安土桃山時代か

ら江戸時代初期にかけての武

将・大名、そして肥後熊本藩初代

藩主であった加藤
かとう

清
きよ

正
まさ

公も愛飲

し、度々この場所に足を運ばれた

そうです。 

 では！私が体験してきたこと

をお話していきますねφ釣り堀

に来たからにはマスを釣りた

い！ということで釣竿とエサを

お借りしてきました(^∀^*)！！ 

☝写真のように練ってあるエサ

を細かくちぎって丸め、釣り針に

つけます。あとは『釣れますよう

に』と祈って釣り堀へ投げ入れま

す。……ん？エサに気付かずスル

ーされてる(;_;)！？哀愁漂う私

を察して釣り堀のスタッフさん

が釣って

下さいま

した。笑 

ちなみに

その後、私

も20cm

程のマス

を１匹釣ることができました！ 
※周囲のお子様たちはたくさん釣って

おられましたのでご安心を(ь^^)ьπ笑 

マス釣りが楽しめるのはもちろ

んのこと、柿原養鱒場は景色も素

晴らしいです。春には桜やチュー

リップ、秋にはイチョウやモミジ

の紅葉を目で見て楽しむことが

できます。

取材をさせ

て頂いた時

期は桜が満

開で花びら

が舞ってい

ました。また

晩春には山

藤、ツツジ、

肥後
ひ ご

菖蒲
しょうぶ

を見ることができるそ

うです。散策していると、こんな

に可愛いラン

プが…➔➔➔

マスとお花の

模様が描かれ

ています✿た

くさん散策し

てお腹がすい

た私は柿原養

鱒場内にある

お食事処「清
せい

正
しょう

公
こう

」へ向かいま

した。お部屋は個室で柿原養鱒場

の広いお庭が一望できます。 

一人じゃ寂しいでしょうと、女将

さんのご配慮でくまモンを呼ん

で下さいました。笑 

御品書
おしながき

いたのですが

身・天

にも茶碗蒸

お味噌汁

点！お

湧水で

なく、

丈夫です

も私の

くまモンが

熊本中心地

わずか

場所で

味わえますよ

柿原
かきばる

〒860-

熊本県熊本市西区花園

☎096-

http://nijimasu.jp

・お車

・バス

・営業時間

・休日

・駐車場完備

御品書
おしながき

は女将さんの手書きです。

手書きのぬ

くもりが女

将さんを表

しているよ

うでしたК

定食を頂

いたのですが、甘露
か ん ろ

煮
に

・お刺

天ぷら・塩焼き、その他

茶碗蒸しや小鉢、ご飯、

味噌汁等ボリューム満

お味はもう絶品です！ 

で育ったマスは臭みが

川魚が苦手な方でも大

です。

☜もちろ

ん完食し

ましたω
（マス 4 匹！） 

食事をし

ている時

の正面には、 

くまモンがΧ笑 

熊本中心地から、 

わずか15分の 

で心地よいリゾート気分が

わえますよ。 

柿原
かきばる

養
よう

鱒場
ますじょう

-0072 

熊本県熊本市西区花園7-1626 

-352-9609 

http://nijimasu.jp

JR 上熊本駅より約5分。 

交通センターより市バス(柿 

原行)にて約15分。バス停よ 

り徒歩約8分。 

営業時間 お食事11:00～21:00 

(夏 20:00、冬19:30) 

釣り堀10:30～日没まで 

毎週水曜日 

(春・夏・冬休みは無休) 

駐車場完備



※こちら柿原養鱒場さんを取材させて

ライト兄弟が人類史上初めて空を飛び

より早く、より燃費よく、より静かに、より快適に、そしてより安全にと、素晴しい進化をとげていま

す。

ATR42-600 は、弊社が日本で最初に導入したフランス

ピット）を持ち、静かで燃費の良い、日本で一番環境に優しいエコなプロペラジェット機（

です。

新しい航空機の導入には準備しなければならないことが本当に沢山あり、それは多数の保有機を持つ

航空会社も保有機 1 機の日本一小さな航空会社でも同じです。立ちはだかる様々な難題を多くの方々

の協力で一つ一つ解決し、無事 2 月

なくフライトをつなぐことができました。

無事就航を迎えた直後の“安堵感”が、今は“達成感”や“充実感”

へと変わり「みぞか号」が愛おしくてなりません。これからも「みぞ

か号」を全社員で大切にし、沢山のお客様をお運びして地域のお役に

たてれば幸いです。

またのご搭乗をお待ちしております。

なお、（一財）航空機安全運航支援センターの季刊誌「小型機と安全

運航」に「小さな航空会社の日本初の仏製

入余話を寄稿しております。以下でご覧いただけます。

 機内（3 冊搭載してありますので、キャビンアテンダントにお

申付け下さい。）

 天草空港みぞか図書館

 天草エアラインホームページ（

平素より天草エアラインをご利用いただき

ありがとうございます。 
下記の日程は、運休致します。 

運休日：平成28年 6月 10 日（金）、13

15 日（水）、16日（木）、20 日（月

23 日（木）、25 日（土）、27

対象便：天草⇔熊本 201 便、202 便

熊本⇔大阪（伊丹） 801 便、

天草⇔福岡 105 便、106 便

この度の熊本地震により被災

させて頂いたのは2016年 4月 5日です。 

ライト兄弟が人類史上初めて空を飛び 113 年が経過しています。航空機はこの間に、より大きく、

より早く、より燃費よく、より静かに、より快適に、そしてより安全にと、素晴しい進化をとげていま

は、弊社が日本で最初に導入したフランス ATR 社製の最新鋭機で、最新の頭脳（コック

ピット）を持ち、静かで燃費の良い、日本で一番環境に優しいエコなプロペラジェット機（

新しい航空機の導入には準備しなければならないことが本当に沢山あり、それは多数の保有機を持つ

機の日本一小さな航空会社でも同じです。立ちはだかる様々な難題を多くの方々

月 20 日を境に、16 年間飛び続けた DHC-8
なくフライトをつなぐことができました。

無事就航を迎えた直後の“安堵感”が、今は“達成感”や“充実感”

へと変わり「みぞか号」が愛おしくてなりません。これからも「みぞ

か号」を全社員で大切にし、沢山のお客様をお運びして地域のお役に

またのご搭乗をお待ちしております。

なお、（一財）航空機安全運航支援センターの季刊誌「小型機と安全

運航」に「小さな航空会社の日本初の仏製 ATR 機導入」と題して導

入余話を寄稿しております。以下でご覧いただけます。

冊搭載してありますので、キャビンアテンダントにお

天草エアラインホームページ（https://www.amx.co.jp/news/n_20160407_343.html

平素より天草エアラインをご利用いただき

13日（月）、 

日（月)、22 日（水）、 

27 日（月） 

802 便

運休日：平成28年 6月

対象便：天草⇔熊本 201

熊本⇔大阪（伊丹）

尚、上記以外の便につきましては、通常運航を予定し

ております。 

ご利用のお客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、

予めご了承いただきますようお願い致します。

被災された皆様に心よりお見舞い

年が経過しています。航空機はこの間に、より大きく、

より早く、より燃費よく、より静かに、より快適に、そしてより安全にと、素晴しい進化をとげていま

社製の最新鋭機で、最新の頭脳（コック

ピット）を持ち、静かで燃費の良い、日本で一番環境に優しいエコなプロペラジェット機（ECO Propjet）

新しい航空機の導入には準備しなければならないことが本当に沢山あり、それは多数の保有機を持つ

機の日本一小さな航空会社でも同じです。立ちはだかる様々な難題を多くの方々

8 から ATR42 に、途切れ

https://www.amx.co.jp/news/n_20160407_343.html）

月29 日（水） 

201便、202 便

熊本⇔大阪（伊丹） 801 便、802 便

尚、上記以外の便につきましては、通常運航を予定し

ご利用のお客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、

予めご了承いただきますようお願い致します。

い申し上げます。 


