
9/6■日

普段は誰も踏み入ることのでき
ない秘密の渓谷で、絶景の中ト
レッキングを楽しみます。流れ
が速いところや滝などを乗り越
え、ゴールの巨大滝をめざしま
す！大人も子供も一緒に楽しめ
る、100%感動の非日常体験！！ 

集合場所／CLAMPクランプ
熊本県阿蘇市内牧48　　時間／9：30～12：30
【参加料金】通常5,900円を特別に5,400円       ※要事前予約・事前振込
【参加者数】15名まで　※お申込にはジオパークフェスタ特別企画とお伝えください

神秘！阿蘇・南小国マゼノ渓谷
源流トレッキング

問 阿蘇ネイチャーランド 　TEL：0967-32-4196

阿蘇市9/5■～27■土 日

阿蘇開拓の神・健磐龍命をま
つる歴史ある阿蘇神社や、門
前町付近にこんこんと湧き出
る豊かな水基などを歩いて巡
るツアー。経験豊富で優しい
地元ボランティアガイドと一緒
に楽しみながら巡りましょう。

開催会場／阿蘇神社
集合場所／阿蘇一の宮インフォメーションセンター
熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083　時間／8:30～16:00
【参加者数】ガイド1名につき30名まで　※要予約（前日までに）【無料】

阿蘇神社・門前町水基巡り

問 阿蘇一の宮インフォメーションセンター　TEL：0967-22-8181

歩いて発見！

小国町のジオパークが大集合！

産山村 高森町 高森町

西原村 山都町 山都町

高森町 高森町 南阿蘇村

小国町小国町小国町南小国町南小国町 南小国町

阿蘇市阿蘇市

阿蘇市阿蘇市阿蘇市

阿蘇市阿蘇市阿蘇市

阿蘇市阿蘇市阿蘇市

阿蘇市阿蘇市1 9/5■・6■土 日

阿蘇の大地を歩こう！各
日さまざまなコースをご
用意。大パノラマ北外輪
の草原を巡るジオサイト
コースや神社仏閣・火山
の神ジオサイトコースでは、
新たな未知への遭遇も？！

集合場所／阿蘇神社東側中央駐車場
熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083　　　受付開始／7：30～
【当日申込】阿蘇市民1,000円、一般2,000円、高校生以下無料

阿蘇市

大阿蘇元気ウオーク2015

2 9/12■・13■土 日 9/12■・19■・26■土 土 土

ジオパークPR、ご当地キャ
ラステージショー、阿蘇の
ご当地グルメも大集合！ジ
オの恵みを満喫する「食」
の部門では、阿蘇の大自然
の中で育った「あか牛」を
つかったメニューなどをご
用意しております。

開催会場／オートポリス
大分県日田市上津江町上野田1112-8
時間／8:00～16:30

阿蘇ジオパークフェスタ
in オートポリス
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茜色に染まる夕日の草原
で仲間や地元の人達と焚
火を囲んで阿蘇の食材に
乾杯！雄大な大地での語
らいをとおして、草原の営
みや保全について思いを
馳せてみませんか。

開催会場／阿蘇市西湯浦園地（北山レストラン前の原野）
熊本県阿蘇市西湯浦1452　　時間／18：00～
 【参加料金】20,000円
【参加者数】最少開催人数10名  ※要予約（１週間前まで）　

大草原パノラマディナー

4 9/19■土 9/27■日

阿蘇黄土ジオサイトの不
思議に迫る！火山活動によ
り生成される黄土色の語
源ともなった阿蘇黄土（リ
モナイト）を阿蘇ジオパー
クガイドがご案内します。
現場見学や味見体験も！！

国の重要無形民俗文化材に
指定されている「阿蘇の農耕
祭事」の一つ「田実祭」は、稲
の実りに感謝を捧げる秋のお
祭り。神事の後は「願の相撲
（がんのすもう）」と呼ばれる、
子ども相撲も奉納されます。

約80の源泉と30近い宿泊
施設が散在しており、古くか
ら多くの文人が訪れたという
歴史もある内牧温泉を含む
14の温泉施設（阿蘇温泉観
光旅館協同組合加盟）に無
料で入浴できます。火山の恵
みで癒されてください。

問 阿蘇市健康づくりの郷推進委員会 TEL：0967-22-3174 問 阿蘇市経済部観光課　TEL：0967-22-3174

食べられる土が阿蘇にあった！！

5 9/22■・23■休・火 祝・水

開催会場／国造神社
熊本県阿蘇市一の宮町手野2280
時間／22日・・・18:00～、23日・・・10:00～　【無料】

問 国造神社　TEL：0967-22-4077

国造神社の田実祭
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開催会場／阿蘇市内
時間／14:00～16:00　　【無料】

開催会場／
なみの高原やすらぎ交流館
熊本県阿蘇市波野大字小地野663-1
時間／①12:00～13:00
　　　②③10:00～、13:00～

【参加者数】①50名まで　※要予約
②50名まで  ※要予約（一週間前まで）
③各コース40名まで※要予約（一週間前まで）
【参加料金】①1,000円（デザート、飲み物付き）
②2,000円／人（3名）、1,750円／人（4名）、1,500円／人（5名以上）
③セルフコース（地図代）500円／人
ガイド付きコース　ガイド料 5,000円／団体  別途体験料 1,000円／人

問 阿蘇温泉観光旅館協同組合　TEL：0967-32-1960

問 なみの高原やすらぎ交流館　TEL：0967-23-0555

阿蘇内牧温泉無料開放デー

なみのEAT&WALK
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阿蘇火山の大地に育まれた商品
が並ぶ、青空マルシェ。地元有名
店舗の商品や地元の農園からフ
レッシュな朝採り野菜が集合し、
生産者との触れ合いも楽しめま
す。阿蘇五岳を背にお外で朝ご
飯を楽しみませんか？

開催会場／阿蘇草原保全活動センター 芝生広場
熊本県阿蘇市小里656　
時間／7:00～11:00

阿蘇マルシェ

8 9/5■～27■土 日

9/5■～27■土 日
9/13■日

9/5■～27■土 日

9/5■～27■土 日9/5■～27■土 日

9/5■～27■土 日 9/5■～27■土 日9/5■～27■土 日

9/5■～27■土 日

9/5■～27■土 日

阿蘇ジオパークを知
りつくした阿蘇火山
コンシェルジュによる
発表（土日限定）や、
幻のグルメ再販（予
定）など、イベントが
目白押し！

開催会場／道の駅阿蘇　ASO田園空間博物館総合案内所
熊本県阿蘇市黒川1440-1
営業時間／9:00～18:00

阿蘇ジオパークフェスタ
スペシャル！
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10 9/5■・12■・19■・26■

阿蘇ジオパークガイドが、
スクリーンを通じて、みなさ
まを阿蘇火山の大地と人間
生活に触れる時空を超える
旅へとご案内！天候に関わ
らず屋内開催となりますの
で、お子さまから大人の方
までぜひご参加ください！

開催会場／阿蘇草原保全活動センター 草原学習館
熊本県阿蘇市小里656　
時間／13：30～、14：30～　【無料】

阿蘇ジオガイド
バーチャルジオツアー
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阿蘇火山がつくり出した雄大
な自然、地形的特徴、広大な草
原に暮らす豊かな生態系。また
時には自然の脅威と向き合い、
先人達が阿蘇の大地と共に暮
らしてきた知恵を活かしながら
築き上げてきた文化、歴史、お
いしい食の恵みをご紹介。

開催会場／阿蘇草原保全活動センター 草原学習館
熊本県阿蘇市小里656　
時間／9：00～17：00 　　【無料】

世界ジオパーク認定
1周年記念パネル展

12 9/6■日

9/6■日

9/6■日

9/19■土

認定ジオガイドによる案内を
受けながらトレッキングルー
トのゴミ拾いや小枝の剪定を
するクリーンウォーキング（雨
天時は中止、公式HP上でお
知らせ）。草原再生募金活動
も同日開催。

集合場所／大観峰駐車場   熊本県阿蘇市山田2090-8　
時間／● 9:30～10:30　クリーンウォーキング
　　　●11:00～15:00　草原再生募金キャンペーン
持参物／軽装、軍手、タオル、帽子、飲み物　　　【無料】

草原再生募金&
クリーンウォーキング

in 大観峰

16 17

集合場所／黒川温泉 ふれあい広場横べっちん館前広場
熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺6595-3
時間／１０：３０出発（13：00黒川温泉街へ到着予定）
【参加料金】大人2,500円　小学生以下1,500円　※要予約（2日前まで）
【参加者数】4～60名

黒川温泉 すずめ地獄
清流の森 ウォーキング

18 9/21■祝・月

黒川温泉周辺のジオサイト、
“すずめ地獄”をメインに、筑
後川源流が流れる“清流の
森”、そして阿蘇北外輪山と
中央火口丘を一望できる“恋
人たちの丘”をめぐるコース
をウォーキング。

開催会場／押戸石の丘
熊本県阿蘇郡南小国町大字中原
【参加料金】前夜祭／1,000円（食べ飲み放題）
　　　　　記念祭／マルシェ等飲食代は別途かかります。

22 9/11■金

標高500～1,000mと高い場所
に位置する産山村には、清らか
な水源とあか牛のいる大草原が
あります。そんな産山村で名水
百選にも選ばれた池山水源と、
あか牛と人 の々共生をはかる上
田尻牧野組合を巡ります。

集合場所／池山水源駐車場　　熊本県阿蘇郡産山村田尻
時間／１０：００～、１５：００～
【参加料金】1,000円（おはぎ・池山水源の水付き）※要事前予約
【参加者数】20名まで

世界ジオパークで阿蘇野草
園の野の花や阿蘇の風景を
描いてつくる「ジオ絵てがみ体
験」や、阿蘇の草原を代表す
るススキを使ってつくる「スス
キのふくろう作り」を楽しむこ
とができます。

開催会場／南阿蘇ビジターセンター　熊本県阿蘇郡高森町大字高森3219
開館時間／9：00～17：00  ※水曜休館(祝日の場合は、その翌日)
【参加料金】絵てがみ：100円（1枚分）、ふくろう：200円 ※要予約
【参加者数】1回5名まで

池山水源とあか牛めぐり

23

南阿蘇ビジターセンター
クラフト体験

24

神々が宿る霊峰・阿蘇を
表す「霊山」がその名の由
来。阿蘇の水・米・人が育
んできた「阿蘇の酒」は、阿
蘇ジオパークブランド認定
品！期間中は、れいざんの
秘密に迫るパネル展と試
飲・販売会を行います。

開催会場／山村酒造（名）
熊本県阿蘇郡高森町高森1645

れいざん×ジオパーク
パネル展

28 29

「通潤用水」が「世界灌漑施設
遺産」として昨年9月に登録さ
れました。その1周年記念と阿
蘇の世界ジオパーク認定記念
を同時開催。通潤用水路のしく
みや生息する貴重な生物、阿蘇
の石の文化や山都町のジオサ
イトについて触れる展示です。

開催会場／通潤橋史料館
熊本県上益城郡山都町下市182-2
開館時間／10：00～16：00

集合場所／
①③服掛松キャンプ場
熊本県上益城郡山都町長崎361
②山都町役場 蘇陽総合支所
熊本県上益城郡山都町今500

【参加者数】全プログラム40名まで
【参加料金】①高校生以上5,000円　小中学生3,500円
②中学生以上5,500円　小学生4,000円　幼児（3～6歳）2,000円
③[半日]大人6,000円　中学生5,000円
　[一日]大人8,000円　中学生6,500円

阿蘇火山の自然の恵みがつく
りあげたジオブランド「いきな
り団子・俵あげ」（萌の里）、「か
らいも万十、ゆずこしょう」（西
原村シルバー人材センター）の
試食・販売を行います。9月下
旬から、コスモス祭りも開催。

開催会場／俵山交流館 萌の里
熊本県阿蘇郡西原村小森2115-3
営業時間／9:30～18:00

通潤用水・阿蘇ジオパーク
石の文化パネル展

蘇陽峡ジオサイトアドベンチャー西原村の大地の恵み・
ジオブランドを味わおう！

30

13 149/5■・6■土 日

9/9■・16■水 水

ジオパークマンス限定！九州を
代表する高冷地野菜の産地、阿
蘇・波野で美味しく育った野菜
をふんだんに使用した『ジオの恵
み』をバイキング式でご提供しま
す。美味しい波野そばと一緒に、
ぜひお召し上がりください。

開催会場／道の駅波野  神楽苑
熊本県阿蘇市波野大字小地野1602
営業時間／11：00～14：00（オーダーストップ）
【参加料金】1,200円　【参加者数】1日50名まで

高原野菜バイキング

15

阿蘇の特産・阿蘇たかな。その
阿蘇たかなの美味しさと、阿蘇
火山がつくりあげた特有な地形
や、独特の気候、火山灰土壌と
の関わりについて紹介します。ジ
オブランド・おにぎりたかなの特
別試食もご用意しております。

開催会場／産庵（うぶあん）
熊本県阿蘇市一の宮町坂梨1435-1
営業時間／9:00～18:00　店休日／火曜日（月2回）
【無料】

あそかざん+あそたかな
パネル展

19 20 21

25

南阿蘇湧泉群ジオサイトの
ひとつ、高森湧水トンネル内
では豊かな水がコンコンと
湧き出ています。なぜ、こん
なところに？火山との関係
は？高森湧水トンネルの謎
と歴史に迫るパネル展です。

開催会場／高森湧水トンネル
熊本県阿蘇郡高森町高森1034-2
時間／9：00～18：00※湧水館のみ月曜休館（祝日の場合は営業） 
【参加料金】大人300円 　子ども100円

高森湧水トンネルパネル展
8/30■～9/20■日日

Genesis-6　起源展

26 27

阿蘇地域８市町村の拠点施設や各ジオサイト等で
その地域ならではのサテライトプログラムを開催します。

平成27年9月5日（土）～9月27日（日）

感謝祭イベント開催！
時間 10:00～15:00 開催会場 阿蘇草原保全活動センター（阿蘇市小里656）

問 西湯浦草原再生委員会  TEL：080-8551-5625（今村）

開催会場／日本リモナイト阿蘇工場及び周辺地域
熊本県阿蘇市狩尾289　　時間／10：00～12：00 
【参加者数】30名程度　【無料】

問 日本リモナイト　 TEL：096-374-7701

問 阿蘇テレワークセンター　TEL：0967-23-6009 問 道の駅阿蘇　ASO田園空間博物館　TEL：0967-35-5077

～阿蘇ジオパークに眠る９万年前の恵み～

阿蘇の農耕祭事 火山の恵みに感謝！

土 土 土 土

9/5■～27■土 日

（ 起 源 展 ）

（特別共催期間）

問 阿蘇ジオパークガイド協会　 TEL：0967-34-2089 問 阿蘇草原保全活動センター草原学習館 TEL：0967-32-4193 問 阿蘇ジオパークガイド協会（ウォーキング） TEL：0967-34-2089
阿蘇草原再生協議会募金事務局（募金） TEL：0967-32-3500

問 杖立温泉観光協会　TEL：0967-48-0206

問 道の駅波野  神楽苑　TEL：0967-24-2331

問 小国ツーリズム協会　TEL：0967-46-4440

問 志賀食品　産庵　TEL：0967-22-0515

問 小国町情報課　TEL：0967-46-2113

問 南阿蘇村企画観光課　TEL：0967-67-2230

火山の恵み・豊かな土壌が育てた
高原野菜でつくる

渓谷美を全身で感じよう！

9/5■～27■土 日

世界ジオパーク認定1周年記念展
in ゆうステーション

9/12・13・15・16・19・20・21・26・27
土 日 火 水 土 日 土 日月

問 小国郷ガイドクラブ 　TEL：090-5923-4918 問 南小国町観光協会（NPO法人押戸石の丘）

押戸石の丘３周年＆
世界ジオパーク認定１周年記念祭

標高845ｍの丘陵地にそびえる
巨石群。古くから祭事の場所と使
われ、数々の不思議が残る押戸
石ジオサイトで記念祭を開催。前
夜祭では星空バーベキュー＆ビ
アガーデンを、記念祭ではステー
ジイベントなどを行います。

開催会場／杖立温泉界隈
集合場所／杖立温泉観光協会　熊本県阿蘇郡小国町下城杖立
時間／①7:00～10:00 ②11:00～
【参加者数】①朝定は30食限定、要予約 ②10名まで、要予約
【参加料金】①杖立ほっこり朝定 1,000円、アラカルト 100円～  ②500円
小国郷自慢の物産などを集め
た、杖立みちくさ市。そのなかで
も人気なのが、地元の食材をつ
かった朝定です（朝風呂券付
き）。市を楽しんだ後は、昭和の
風情が残る背戸屋をみちくさ
案内人ガイドのもと散策へ。

開催会場／道の駅小国  ゆうステーション２階
熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1754-17
営業時間／8:30～18:00

阿蘇ジオパークってどんなとこ
ろ？小国町のジオサイトは？数
多くの滝がある小国町の魅力と
ジャージー牛乳をはじめとする
小国町のジオブランド商品をご
紹介します。小国町を思う存分
堪能してください。

集合場所／鍋ヶ滝駐車場　　熊本県阿蘇郡小国町黒渕
時間／14:00～15:00
【参加者数】30名程度　※要予約（2日前まで）
【参加料金】無料、別途入園料必要（大人200円、子ども100円）
多くの滝をはじめ阿蘇火砕流が
つくる様々な景観を見ることが
できる、北外輪火砕流ジオサイ
ト。そのなかでもカーテンのよう
に水が流れ、「裏見の滝」とも呼
ばれている鍋ヶ滝をジオガイド
がご案内します。

前夜祭 17：00～

9/22■休・火記念祭 10：00～16：30

問 たじり・ホタルの会 　TEL：090-4589-6083（井）

問 俵山交流館 萌の里　TEL：096-292-2211

問 南阿蘇ビジターセンター TEL：0967-62-0911 問 山村酒造　 TEL：0967-62-0001

問 ECO九州ツーリスト　TEL：0967-74-4330

問 高森町政策推進課 　TEL：0967-62-1111

阿蘇地域をミュージアムと名
付け、阿蘇で制作され阿蘇を
題材としたアースアート作品
を阿蘇フォークスクールに設
置し、世界に向けて発信しま
す。阿蘇フォークスクールを
方舟に見立てた「緑の方舟
〈阿蘇2025〉」も登場！

開催会場／阿蘇フォークスクール
熊本県阿蘇郡高森町上色見1390-1　　【無料】

立野峡谷には、厚さ100ｍも
の溶岩の柱を間近にみること
ができます。そんな凄まじい量
の溶岩を流した阿蘇火山と
は？トロッコ列車に揺られ火山
の恵みや白川水源の名水を楽
しみながら、南阿蘇の大地の
歴史に迫るジオツアー。

集合場所／旧立野小学校　　熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野1596
時間／9:30～14:20　　【参加者数】20名　※要予約
【参加料金】昼食、南阿蘇鉄道、白川水源協力金は参加者負担

問 起源展実行委員会　TEL：0967-62-0027

問  通潤橋史料館　　TEL：0967-72-3360

①
②③
ここでしか味わえない！

①旬菜レストラン ②手作りピザ体験 ③小園・小地野フットパス

TEL：0967-42-1444

杖立温泉みちくさ市&
みちくさ案内

①杖立みちくさ市　②みちくさ案内

北外輪火砕流ジオサイト
鍋ヶ滝無料ジオツアー

南阿蘇村
阿蘇火山の歴史を学ぶ

ジオツアー

①リバートレッキング ②カヌー体験 ③シャワークライミング

阿蘇草原再生募金 受付中阿蘇の草原を
次世代につなげよう。 検索

◎詳しくはこちらから
阿蘇草原再生募金

世界ジオパーク認定1周年記念

阿蘇火山の恵みがつまった阿蘇ジオパークブランド認定品や、阿蘇中央高等学校の生徒たちが開発したお弁当など阿蘇の
「食」が大集合。その他、九州各地のジオパークで使える宿泊補助券が当たるお楽しみ抽選会や、小学生を対象としたジュ
ニアジオガイド探険、ご当地キャラと一緒にジオパーク○×クイズなどのイベントも開催。家族みんなでジオを楽しもう！

要事前予約

１ 大観峰カルデラジオサイト 2 中岳ジオサイト 3 草千里ジオサイト 4 米塚ジオサイト 5 古坊中ジオサイト
8 麓坊中ジオサイト

数十万年の時空を超える感動体験。阿蘇ジオパークの魅力に迫るジオサイト。ぜひ体感してください。

7 杵島岳ジオサイト6 仙酔峡ジオサイト 9 荻岳ジオサイト 10 古閑の滝ジオサイト 11火山の神ジオサイト 12 阿蘇谷湧泉群ジオサイト
15 内牧温泉ジオサイト14 阿蘇黄土ジオサイト13 二重峠ジオサイト 16 ミルクロード草原ジオサイト 17 押戸石ジオサイト 18 北外輪火砕流ジオサイト 19 小国郷温泉ジオサイト
22草部ジオサイト21参勤交代道ジオサイト20池山・山吹ジオサイト 23らくだ山ジオサイト 24 南阿蘇湧泉群ジオサイト 25 地獄・垂玉温泉ジオサイト 26南郷谷ジオサイト
29立野峡谷ジオサイト28 俵山峠カルデラジオサイト27羅漢山ジオサイト 30白糸の滝ジオサイト 31大峯火山ジオサイト 32蘇陽峡ジオサイト 33弊立宮ジオサイト

阿蘇ジオサイト
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１ 大観峰カルデラジオサイト 2 中岳ジオサイト 3 草千里ジオサイト 4 米塚ジオサイト 5 古坊中ジオサイト
8 麓坊中ジオサイト

数十万年の時空を超える感動体験。阿蘇ジオパークの魅力に迫るジオサイト。ぜひ体感してください。

7 杵島岳ジオサイト6 仙酔峡ジオサイト 9 荻岳ジオサイト 10 古閑の滝ジオサイト 11火山の神ジオサイト 12 阿蘇谷湧泉群ジオサイト
15 内牧温泉ジオサイト14 阿蘇黄土ジオサイト13 二重峠ジオサイト 16 ミルクロード草原ジオサイト 17 押戸石ジオサイト 18 北外輪火砕流ジオサイト 19 小国郷温泉ジオサイト
22草部ジオサイト21参勤交代道ジオサイト20池山・山吹ジオサイト 23らくだ山ジオサイト 24 南阿蘇湧泉群ジオサイト 25 地獄・垂玉温泉ジオサイト 26南郷谷ジオサイト
29立野峡谷ジオサイト28 俵山峠カルデラジオサイト27羅漢山ジオサイト 30白糸の滝ジオサイト 31大峯火山ジオサイト 32蘇陽峡ジオサイト 33弊立宮ジオサイト

阿蘇ジオサイト



2014 年 9 月、世界ジオパークに認定された阿蘇ジオパーク。

カルデラは世界最大級の規模を誇り、

現在も噴煙を上げている中岳など雄大かつ多様な火山地形・地質が広がっています。

また、人々の生活も有史以前から数万年以上にわたって繰り広げられ、

草原を活用した農業など特有の文化をつくりあげてきました。

今回の阿蘇ジオパークフェスタには大地の恵みをたっぷりと受けた特産物がたくさん

集まり、阿蘇全域を舞台に様々な催しものが行われます。

この機会に、阿蘇の魅力を食べて遊んで、全身で感じてください。

豊かな自然を守りつなげよう。
世界ジオパーク認定1周年を記念して、
阿蘇ジオパークフェスタを開催！

阿蘇の恵みは、地球の恵み。大地が育んだ自慢の特産品を、ぜひお楽しみください。

阿蘇の恵みを代表する
阿蘇ジオパーク認定品

このマークが
阿蘇ジオパーク認定品の証です。

「阿蘇ジオパークの魅力」
阿蘇では、数十万年前から現在までずっと断続的に噴火が起き
ています。約27～9万年前にはカルデラをつくった巨大噴火を
起こし、日本全土を灰で覆いました。凄まじい火砕流は阿蘇だ
けでなく一帯を平坦な地形に変えてしまい、今でも各地のジオ
サイトでその痕跡を見ることができます。また現在では、中岳
火口が活発に活動しており、地球の活動を間近に感じることが
できます。阿蘇の人々はずっとこの大地や火山とともに生活し、
特殊な文化を育んできました。世界でここにしかない景観と人
の営みをお楽しみください。

クリームブリュレ
阿蘇小国ジャージー

ベリーアンドベリー
［TEL］0967-48-8200

プレミアムプリン
阿蘇小国ジャージー

ベリーアンドベリー
［TEL］0967-48-8200

阿蘇小国
ジャージー牛乳

小国郷物産館　ぴらみっと
［TEL］0967-46-5558

杖立プリン

杖立温泉観光協会
［TEL］0967-48-0206

うぶやま牧場　　　
［TEL］0967-25-2900

山村酒造
［TEL］0967-62-0001

マグマ食堂
［TEL］0967-67-4147

いきなり団子
西原村特産芋の

俵山交流館 萌の里
［TEL］096-292-2211

俵山交流館 萌の里
［TEL］096-292-2211

アイス・ジェラート
阿蘇ミルク牧場

らくのうマザーズ 阿蘇ミルク牧場
［TEL］096-292-2100

ナチュラルチーズ
阿蘇ミルク牧場の

らくのうマザーズ 阿蘇ミルク牧場
［TEL］096-292-2100

ブルーベリージャム

そよ風パーク 物産館
［TEL］0967-83-0880

マウンテン
バターケーキ

山田牧場 ミルクの里
［TEL］096-279-2720

中岳ショコラ

菓心なかむら
［TEL］0967-34-0321

湯だまりプリン

菓心なかむら
［TEL］0967-34-0321

阿蘇のあか牛
あぶり寿し

はな阿蘇美
［TEL］0967-23-6262

（株）杉本建設
［TEL］0967-34-2121

（株）日本リモナイト
［TEL］0967-32-1082

（株）日本リモナイト
［TEL］0967-32-1082

阿蘇たかな漬

阿蘇たかな漬協同組合
［TEL］0967-35-4901

阿蘇たかな漬
赤土漬

阿蘇たかな漬協同組合
［TEL］0967-35-4901

阿蘇の大地が生んだ阿蘇たかな
おにぎりたかな

（名）志賀食品
［TEL］0967-22-0468

（株）菊池食品
［TEL］0967-34-0301

（株）菊池食品
［TEL］0967-34-0301

きざみ高菜　5種

（有）お菓子の味幸
［TEL］0967-32-0153

阿蘇ミルクの
チーズぷりん

（有）お菓子の味幸
［TEL］0967-32-0153

阿蘇ミルクの
チーズケーキ

（株）ＧＳコーポレーション
［TEL］0967-32-3000

阿蘇あか牛ハンバーグ

（株）ＧＳコーポレーション
［TEL］0967-32-3000

阿蘇あか牛・ハム・ソーセージ

オンラインショップ ASOMO
（管理：阿蘇テレワークセンター）
［TEL］0967-23-6009

草千里レストハウス
［TEL］0967-34-0828

阿蘇あか牛 火の山丼

草千里レストハウス
［TEL］0967-34-0828

阿蘇カツ火山カレー

まかない家ＭＡＴＳＵ
［TEL］0967-22-1188

カルデラ丼阿蘇カルデラカレー

まかない家ＭＡＴＳＵ
［TEL］0967-22-1188

「阿蘇のめぐみ」
～カルデラプレート～

工房 ゆう
［TEL］090-9405-5420

とんぼとかえる農場
［TEL］090-1197-2567

阿蘇白釉陶器

工房 ゆう
［TEL］090-9405-5420

大阿蘇ドンマイ
（玄米フレーク）

マグマ食堂
［TEL］0967-67-4147

あか牛ライス

駅 café 倶梨伽羅
［TEL］0967-62-0355

あか牛カルデラ岩石カレー

にしはら生きがい館
［TEL］096-279-4031

カルデラカレー

にしはら生きがい館
［TEL］096-279-4031

（有）阿蘇デザインファーム
［TEL］0967-23-6465

（有）阿蘇デザインファーム
［TEL］0967-23-6465

（有）阿蘇山上茶店
［TEL］0967-34-0833

（有）阿蘇山上茶店
［TEL］0967-34-0833

ブラウンスイス牛乳 阿蘇の酒れいざん マグマラーメン 俵あげ

GEO POWER WATER 阿蘇黄土しゃぼん 大地の環（ジオパワーウォーター）

ゆずこしょう からいもまんじゅう リモナイト米・古代米 阿蘇きくらげ 火山灰ソフトクリーム™ 火山灰ラーメン™

（めんたいつぶつぶ、あぶら炒め、びっくり旨辛、ごまたっぷり、からし辛口）
阿蘇たかなカルデラ漬

ススキ黄釉・阿蘇黄土
アメ釉掛け分け陶器

阿蘇は、生きている。
～阿蘇火山の大地と人間生活にふれる、時空を超える旅～

〈お問い合わせ先〉

阿蘇ジオパーク

阿蘇ジオパーク推進協議会
〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水1930-1　阿蘇火山博物館1階
TEL. 0967-34-2089　FAX.0967-34-2090　    http://www.aso-geopark.jp

2015年9月　阿蘇ジオパークフェスタ　イベントスケジュール

阿
蘇
市
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（土）
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（日）

7
（月）

8
（火）

9
（水）

10
（木）

11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
（金）

12
（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）

来場プレゼント

【主催】阿蘇ジオパーク推進協議会
【共催】環境省阿蘇自然環境事務所、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、山都町、
　　　 国立阿蘇青少年交流の家、阿蘇グリーンストック、阿蘇青年会議所、阿蘇テレワークセンター、阿蘇ジオパークガイド協会
【後援】熊本県、阿蘇草原再生協議会、阿蘇草原再生千年委員会、阿蘇郡市世界文化遺産登録事業推進協議会、阿蘇地域世界農業遺産推進協会、
         阿蘇火山博物館、阿蘇地域振興デザインセンター

大阿蘇元気ウオーク2015

阿蘇ジオパークフェスタinオートポリス

大草原パノラマディナー

食べられる土が阿蘇にあった！！

国造神社の田実祭

阿蘇内牧温泉無料開放デー

なみのEAT&WALK

阿蘇マルシェ

阿蘇ジオパークフェスタスペシャル！

阿蘇ジオガイドバーチャルジオツアー

世界ジオパーク認定1周年記念パネル展

草原再生募金&クリーンウォーキングin大観峰

阿蘇神社・門前町水基巡り

高原野菜バイキング

あそかざん+あそたかなパネル展

黒川温泉 すずめ地獄、清流の森 ウォーキング

押戸石の丘３周年＆世界ジオパーク認定１周年記念祭

世界ジオパーク認定1周年記念展inゆうステーション

杖立温泉みちくさ市&みちくさ案内

北外輪火砕流ジオサイト鍋ヶ滝無料ジオツアー

池山水源とあか牛めぐり

南阿蘇ビジターセンタークラフト体験

れいざん×ジオパークパネル展

高森湧水トンネルパネル展

Genesis-6　起源展

通潤用水・阿蘇ジオパーク石の文化パネル展

蘇陽峡ジオサイトアドベンチャー

西原村の大地の恵み・ジオブランドを味わおう！

南阿蘇村 阿蘇火山の歴史を学ぶジオツアー

南
小
国
町

小
国
町

産
山
村

西
原
村

山
都
町

高
森
町

南阿
蘇村

神秘！阿蘇・南小国マゼノ渓谷源流トレッキング

阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村・山都町

平成27年9月5日（土）～9月27日（日）

世界ジオパーク認定1周年記念

10/29■・30■木 金

2015 火山砂防フォーラム
〈日時〉フォーラム／29日 13:30～17:00
　　　現地見学会／30日 8:00～15:00 〈開催会場〉阿蘇火山博物館　 　　　〈時間〉13：30～

12/1■火
阿蘇カルデラ

国際シンポジウム2015
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7/25■～11/8■
開催会場／阿蘇火山博物館3階企画展示室（中岳展）　阿蘇火山博物館1階フロア（伊豆大島展）
熊本県阿蘇市赤水1930-1　開館時間／9:00～17:00（最終入館16:30）
【入館料】中学生以上860円 小学生430円

開催会場／くまもと森都心プラザ 観光・郷土情報センターイベントスペース
熊本市西区春日1丁目14-1　くまもと森都心プラザ２階　　開館時間／ 9:00～19:00

「2014年以降の中岳噴火&伊豆大島火山」企画展

問 阿蘇火山博物館　TEL：0967-34-2111

問 観光・郷土情報センター　TEL：096-355-7400

（ 中 岳 展 ）（特別共催期間） 9/12■～12/13■（伊豆大島展）土 日 土 日

9/5■～27■土 日

（特別共催期間）
9/5■～27■土 日

9/1■～10/18■火 日

中岳の活動記録を中心に、活発化する日本各地の火山についての展示。

カルデラの成り立ちなどのパネル展示、学習会やツアーも実施。

世界ジオパーク認定1周年記念阿蘇ジオパークパネル展

予告
1

予告
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発行：阿蘇市

阿蘇地域は、活発な火山と拡大し続ける外輪山、阿蘇火砕流堆積物による
土砂災害と向き合いながら生活しています。その防災対策や地域でできる
ことなどについて、専門家による講演や阿蘇中央高等学校、一の宮中学校
の生徒による発表が行われます。

国際的に活躍する専門家を招き、阿蘇カルデラの持つ世界的な価値や今後
の可能性について、基調講演とパネルデイスカッションを開催します。
海外の人々、阿蘇に住む人々、双方の視点で阿蘇から世界へ発信できる
ことは何かを考える機会です。

〈開催会場〉フォーラム／阿蘇市阿蘇体育館
　　　　　現地見学会／阿蘇山麓2コース

平成２６年度　地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）世界ジオパーク推進事業補助金


