
渓流釣り体験そば打ち体験

高森湧水トンネル公園

南阿蘇の水めぐり

南阿蘇グルメ ＆ ショッピング

南阿蘇ビジターセンター と 阿蘇野草園岡城址（大分県竹田市）阿蘇神社と門前町（阿蘇市）阿蘇火口

宮崎県高千穂町

（小国町）

（山都町）

（山都町）

（山都町）

オートキャンプ場
テントサイトのすぐ
そばに車を付けられ、
色々な道具が揃って
いるので、気軽に
キャンプができます。

当館の西側に隣接する南阿
蘇ビジターセンターでは、
阿蘇の自然の魅力や人々の
暮らしをジオラマや映像、
パネルなどで紹介していま
す。また木の実や枝などの
自然の素材を使ってのクラ
フト作りなど、館内での体
験メニューもあります。さらに広大な野草園では、阿
蘇に生息する植物を自然に近い状態で観察できます。
森に続く遊歩道を散策しながら四季折々の草花や野
鳥、昆虫など様々な生き物との出合いをお楽しみくだ

さい。阿蘇の自然に親し
む充実した施設です。

豊前屋本店
百年蔵を持つ老舗の醸
造元。「マルキチ」の味噌
と醤油は南阿蘇のソウル
テイストです。直営店「醤
庵」は蔵元ならではの品
揃えに加え、蔵に仕舞わ

れていた懐かしのレトログッズも展示。またここでしか
味わえない「しょうゆアイス」もありますから、ぜひお
立ち寄りください。

南外輪山、清栄山の麓に広
がる牧野の中にある杉の巨
木は、それぞれ根元から別
れた枝が四方に伸びて聳え
立つ 2 本の夫婦杉です。縁
結びのご利益があるとも言
われ、パワースポットとし
て人気の場所になっていま
す。

季節のフルーツ狩り

モデル　仲川希良

竹田は落ち着いた風情のある
城下町。石垣の美しい岡城址
の本丸からはくじゅう連山を、
近戸門からは阿蘇山と城下町
を一望できます。二の丸には
「荒城の月」の作曲者瀧廉太郎
像（朝倉文夫作）があります。

阿蘇開拓の祖・建磐龍命（た
けいわたつのみこと）をはじめ
十二神を祀る『阿蘇神社』は、
いつも多くの参拝者で賑わ
う場所。全国的にも珍しい
横参道の門前町は、豊かな
湧水に恵まれ「水基」と呼
ばれる水汲み場が点在し、
道ゆく人の目を楽しませて
います。

鍋ヶ滝  
木漏れ日を浴びて落ちる幅 20m の滝は、まるで
水のカーテンのような美しさ。滝の裏に回る裏
見の滝としても知られています。

阿蘇登山道路は眺望もよく、ドライブ
にお勧めの道。阿蘇は、噴煙を上げる
活火山の様子を間近に見学できる世界
でも珍しい火山です。火口から１km ほ
ど離れた草千里ヶ浜は、牛や馬が草を
食む牧歌的な場所で、観光客の寛ぎの
場所になっています。

清和文楽
およそ 160 年ほど前に阿波・淡路系
旅回りの人形浄瑠璃一座から伝えられ
たと言われ、郷土芸能として受け継が
れている農村芸能です。文楽館での定
期公演のほか、資料館でも大型スク
リーンによる上映などがあり、公演の
無い日でも楽しむことができます。

神話の里・高千穂には、高千穂郷八十八社の総社高千穂神
社や神話の舞台でもある岩戸神社、天安河原などパワース
ポットともいうべき神秘的な場所が点在しています。また
太古の昔に起きた阿蘇の噴火によって出来た柱状節理の美
しい渓谷・高千穂峡など美しい自然もいっぱいです。

深い杉の木立の中に連なる石段と苔む
した百基あまりの石灯ろうに導かれな
がら、澄んだ空気の中を一歩一歩拝殿
へと進みます。お参りをしたらさらに
その先へ。そこには巨大な穿戸岩があ
り鬼八法師 (きはちほうし ) が蹴破ったと
いう伝説が残る風穴があります。岩に
風穴が貫いていることから、目標が達
成できるという合格祈願や必勝祈願に
訪れる人も後を絶ちません。

ふれあいプログラム　
休暇村とビジターセンターの共同企画でイベ
ントを開催（不定期）。上色見熊野座神社や高
森殿の杉、らくだ山、野草園などをガイドと
一緒に散策します。ぜひご参加ください。

戸外での楽しみがたくさんあるからこそ、お部
屋でのひとときも大切なもの。
当館の客室は和室を中心に全70室。バス付き、
バス無しのタイプ、また窓の外に広がる風景も、
阿蘇五岳を望むお部屋と緑深い南外輪山を望む
お部屋とがあります。さらに熊本の人気キャラ
クター「くまモン」で彩られたお部屋や、サイ
クリストにうれしいご自分の自転車を客室まで
持ち込めるお部屋、そのほか野鳥観察に特化し
たバードウォッチングルームなど個性あふれる
コンセプトルームも用意しています。

阿蘇根子岳の眺望を楽しむ自慢の温泉。
泉質は刺激の少ないアルカリ性単純泉で、お子様
にもご高齢の方にも、どなたにもおすすめのまろ
やかな湯。何より嬉しいのは、お肌をしっとりさ
せる美肌効果です。しきみの湯は “美人の湯” と
して人気の温泉。さっぱり汗を流したら、ゆっく

り浸かって体の芯まで温めて、疲れ
た身体を優しく癒してください。

南阿蘇から広がる魅力スポット

ストライダー
エンジョイパーク
休暇村南阿蘇
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だご汁
大根や人参などの根菜類
が中心の具沢山の汁物に、小麦粉
を練って作っただんごが入ってい
ます。野菜の旨味がギュッと詰
まった素朴で
美味しい郷土
料理です。

※参加ご希望の方は１週間前までに休暇村南阿蘇にご予約ください。

高千穂峡と真名井の滝

高千穂神社

天安河原
あまのやす  かわら

△阿蘇中岳火口

蘇陽峡
およそ２００ m もの切り立った絶壁
が約 10km にも渡って続く、日本で
は珍しい U 字形の渓谷。長崎鼻展望
台から五ヶ瀬川の四季折々の絶景を
楽しめます。

あか牛
 阿蘇の草原に放牧して育て
るあか牛は脂肪分が少ない
ヘルシーな赤身のお肉。レ
アに焼いたあか牛をご飯の
上に豪勢に盛り付けた「あか
牛丼」が大人気です。

自慢のストライダーで駆け抜けよう。
初めての方も休暇村でレンタルできます。
《 ストライダーレンタル料金（１h) 》　
ストライダー＋ヘルメット 200円

 《 コース利用料：1時間 300円 》　　　
　　　　３時間 500円
※宿泊される方は　
　　　30分無料

小さなお子様にもより
楽しくお過しいただけ
るよう、おままごとセッ
トや、ぬいぐるみ、絵本、
森のコースターなどを
用意しています。

キッズ
コーナー

１F

　　芝生広場の他にも、テニスコートは８面、
グラウンドゴルフのコースは、８ホール×２コース
あります。日本グラウンドゴルフ協会の認定コース
　です。みんなで楽しくゲームしてください。

およそ１時間ほどのドライブを楽しみながらたどり着く素敵な場所
南阿蘇とはまたひとつ違う風景もお楽しみいただけます

広大な芝生の園地を48種類のスポーツ用具やおもちゃ   

で遊び尽くそう!!  ご宿泊の方も、日帰りの方も、

用具は無料でレンタルできます。

おとなも子どもも楽しめるメニューを揃えています。

ASB48
アソビバ

阿蘇の遊び場
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南阿蘇めぐり 休暇村南阿蘇で

元気になる！

心静かに
静寂の場所を訪ねる

上色見熊野座神社

高森殿の杉

南阿蘇鉄道 トロッコ列車

馬に乗ろう！

体
験

のんびり過ごす、
アクティブに過ごす、南阿蘇

爽やかな風を浴びて走るトロッコ列車のプチ旅がオススメ！南阿蘇鉄道
は、熊本地震で線路や施設の損壊があり、現在は高森駅と中松駅の区間
7.2km の運行です。人気のトロッコ列車とともに、熊本の復興を願って
描かれた応援イラストを乗せたラッピング列車「がんばれクマモト！ マ
ンガよせがきトレイン」も走っています。車窓に広がる南阿蘇の雄大な風
景をご堪能ください。（問）南阿蘇鉄道 TEL.0967-62-0058

摘み取ったばかりのフルーツを頬張
る贅沢。南阿蘇には摘み取り体験が
できる観光農園がたくさんあります。
期間限定の旬の味をお楽しみに！

自分で打ったおそばを味わってみま
せんか？「うまくできなかったらど
うしよう」という心配は無用です。
丁寧に指導してもらえるので美味し
いお蕎麦が出来上がります。ちょっ
と不揃いな麺も味わいのひとつです。
（問）久木野そば研修センター
 　     そば道場 TEL.0967-67-0507

高森田楽 
七百年以上も昔から食べられていたという郷土料理。
鶴の子芋と呼ばれる地域特産の里芋を中心に、ヤマメ
や豆腐、こんにゃくなどの里山の幸を竹串にさして囲
炉裏の火で炙り、秘伝の味噌をつけて味わいます。皆
で炭火を囲み、串が焼けるまでのひと時も楽しいお料
理です。

パン屋さん！
こだわりのパン屋さんが点在する
南阿蘇で、美味しいパンのおみや
げはいかが？イートインのコー
ナーで味わいながらのパン屋さん
巡りも楽しいですよ。

阿蘇丸漬本舗 徳丸漬物
地元農家と契約し、無農薬・低
農薬で栽培するこだわりの野菜。
それを昔ながらの手作業でミネ
ラルたっぷりの自然塩で丁寧に
漬け込んだお漬物。おみやげに!!

　　　　　　　        白川水源で、和紙すきが
できます。まず紙をすいて、それに押し花や色
水で模様をつけ、およそ 15 分ほど乾かせば出
来上がり！小さなお子様にもおすすめです。

湧水量は毎分 32 トン。美しい流れを辿りなが
らトンネルの中を散策した 500m ほど奥に、
ウォーターパールという仕掛け噴水やプロジェ
クションマッピングが見学でき、清らかな湧水
を体感。さらに七夕やクリスマスには水辺を彩
るイベントも開催されます。湧水を持ち帰るた
めに、ぜひ容器を持参してお出かけください。
休暇村から車で約 12分。

熊本を代表する銘酒「れいざん」を醸造する山村酒造は、宝
暦 12年（1762）創業、250年余りの歴史を持つ老舗蔵元です。

最盛期の 12 月以外
なら酒蔵見学がで
き、製造の工程を
見学できます（要
予約・無料）。試飲
もできるので、お
気に入りの一本を
お土産になさるの
もいいですね。

南阿蘇に点在する湧水地を巡ってみましょう。
それぞれに駐車場も整備されています。途中で
フルーツ狩りを楽しんだり、カフェでお茶した
りと道草もたっぷり楽しみましょう。

自然の渓流での釣り体験はい
かがでしょう。必要な道具は
レンタルできて、さらに釣っ
た魚は持ち帰る事も、調理場
でお料理してもらう事も可。
時間を忘れて遊べます。

かみしきみくまのいますじんじゃ

たかもりどんのすぎ

「れいざん」山村酒造の酒蔵見学

イチゴ ;12 月～5 月下旬
ブルーベリー ; 6 月中頃～8 月
ぶどう ;  8 月末～10 月中頃
りんご ;  8 月末～11 月中頃

休暇村から車で約 10分。（問）山村酒造 TEL.0967-62-0001

阿蘇に来たらやっぱり乗馬にトラ
イ !!  馬は「安心・安全」に調教され
ているので初めての方でも大丈夫。
レッスンの後、施設の外へ散策気
分の外乗（がいじょう）ができるコース
もあります。根子岳をバックに写
真撮影はいかが？。
休暇村から車で約５分
（問）ブルーグラスTEL.0967-62-3366

（問）あーと和紙工房白水 TEL.0967-62-3264
（問）木郷滝自然つりセンター　
TEL.0967-64-0440
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天然温泉

しきみの湯

お部屋で過ごす
くつろぎのとき

ご夕食は、熊本・阿蘇の旬の味覚を味わい尽くす、
郷土色豊かなお料理をバイキングでどうぞ。
囲炉裏コーナーでは高森田楽やヤマメの塩焼き
もご提供いたします。お子様にも喜ばれるメ
ニューもたくさん用意しています。
ほかに、旬の素材をじっくり味わう料理長おすす
めの季節限定の会席料理のコースもございます。

バイキング
 お好きなものをお好きなだけ

阿蘇の味覚満載

通潤橋
1854年に完成したこの橋は、今も白糸台地の田
畑に水を送る日本最大級の石造りアーチ水路橋。
（※放水は工事のため、再開未定です。）

紙すき体験


