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　本年も動物愛護週間に伴うイ
ベントとして、『第２回Ａｓｏ
動物愛護まつり』が開催されま
す。どなたでも参加できますの
で、ペットを飼っていらっしゃ
る方、これから飼いたいと思っ
ている方、小動物（犬・猫）に
興味のある方の参加をお待ちし
ております。

○場所　はな阿蘇美
○主催　阿蘇地域動物愛護推進協議会
○内容　・動物愛護図画作品表彰・展示
　　　　・長寿犬・長寿猫の表彰
　　　　・犬のしつけ方教室　・警察犬模範演技
　　　　・犬・猫の病気とその予防対策についての講演
　　　　・犬の里親探し　・体験乗馬
○問い合わせ先　阿蘇保健所　☎３２－０５３５

■第２０回神楽フェスティバル
　大分県、島根県からの参
加を含む全１２団体による
神楽の公演が１０月１、２
日の両日、盛大に開催され
ます。子ども神楽による大
人顔負けの演舞も披露され
ます。
　その他、恒例となった
「中九州ジャンボカボチャ
大会」の開催や飲食を楽し
める露店の出店ブースなど
もあります。
○日時
　　　　９：００～１７：００　
○場所　道の駅「波野」神楽苑
○入場料　５００円（高校生以上）
※会場は屋外となります。雨具の準備は各自でお願
いします。
○ 主催及び問い合わせ先　
　阿蘇市神楽フェスティバル実行委員会（商工観光課）

☎２２－３１７４

■九州ご当地グルメフェアｉｎ阿蘇
　九州の豊かな食材や地域に根付く食文化を活かした
「九州ご当地グルメフェアｉｎ阿蘇」（株式会社アサ
ヒビール協賛）が開催されます。
　会場は、「ご当地グルメ部門」、「物産部門」、
「ステージ部門」の３部門構成となっております。
「ご当地グルメ部門」では、どのグルメも全て一食
300円で提供されます。食べて・飲んで・見て楽し
い！この秋注目の一大イベント「九州ご当地グルメ
フェアｉｎ阿蘇」へ皆さんご来場下さい。
○開催日時
　　　　　　10：00から17：00
　　　　　　（食券販売は9：30～16:00）
○開催場所　阿蘇体育館前広場（内牧）　
○主催　「九州ご当地グルメフェアｉｎ阿蘇」実行委員会
○問い合わせ先　商工観光課　☎２２－３１７４

■第２回Ａｓｏ動物愛護まつり

広告

■内牧菅原神社例大祭
　内牧菅原神
社例大祭は、
４００年以上
の歴史を持つ
大祭で、馬を
通じて軍事か
ら農耕へと、

段々と阿蘇にふさわしい形に変化した祭事です。
　当日は稚児行列などの神幸行列や威勢の良い馬追
の勢子たちが、内牧城主加藤右馬允が眠るお仮屋ま
でを往復します。
○日時
○内容
（９日）奉納飾り馬安全祈願祭【9:00】
　　　　神幸行列出発【10:15】
　　　　舞楽・巫女の舞(内牧支所前)【14:00】
　　　　舞楽・巫女の舞、馬追い(広町)【15:00】
　　　　帰還神事【16:00】
（10日）牛替神事(阿蘇体育館)【18:00】
　　　　※この日のみの開催。
○問い合わせ先

　祭典委員長　藤川晶夫　☎３２－３８２１

１０月９日日・１０日月

１０月１５日土・１６日日

○日時　９月２５日日　１０：００～１２：３０

１０月１日土・２日日



　阿蘇市の誕生以来、皆さまに親しんでいただいた
『阿蘇市健康ウォーキング』は『大阿蘇元気ウオー
ク２０１１』と一体化して行うことになりました。
　「市民の気軽な健康づくり」と「他の地域の人と
のふれあい」が一緒になることで、心も体も温まる
健康づくりが体験できる良い機会となりますので、
これまで同様のご参加をお願いします。
○問い合わせ先　健康福祉課　☎２２－３１６７
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■いいお産の日in阿蘇
　『いいお産の日』という日を
聞いたことがありますか？熊本
市を中心に最近催されているイ
ベントで、耳にされた方も多い
と思います。
　「自分はこんなお産がした
い」「自分のお産はこうだっ
た」と、お産について改めて考
えるのが『いいお産の日』で
す。
　このイベントを今年は阿蘇で開催します。
　今回は下記のとおり写真を展示しますので、たく
さんのご応募をお待ちしています。
○展示期間
○展示場所　親子カフェSai(内牧 ホテル角萬西側)
○写真のテーマ　
　▶お腹に赤ちゃんがいた時（マタニティーフォト）
　▶赤ちゃんの初めての写真（ファーストフォト）

※体裁は自由です。
※お借りした写真は、責任を持ってお返しします。
展示者全員に粗品(生活雑貨)をプレゼントします。
○問い合わせ先　子育てサークル　光原

☎３２－０３５７

■図書館おはなし会

写真募集!!

■農耕祭事田実祭『流鏑馬』
　流鏑馬の奉納は、流鏑馬射
手会の10人が烏帽子に直垂姿
で馬にまたがり、140メート
ルの横参道を疾走し、3つの
的をめがけて馬上から次々に
矢を放ちます。命中するたび
に大勢の見物客から拍手や歓
声が沸き起こります。
○日時
○内容　田実祭【10:00～】

９月２５日日

９月２４日土　　　　流鏑馬【11:30～】
○場所　阿蘇神社
○問い合わせ先　阿蘇神社　☎２２－００６４

　読み聞かせボランティア「おはなしアップル」の
皆さんによる楽しい会です。
○日時
○場所　阿蘇図書館（内牧）
○問い合わせ先　阿蘇図書館

　☎３２－００６７

■第１回大阿蘇元気ウオーク2011
スタート＆ゴール　阿蘇神社東側中央駐車場

　九州新幹線全線開業を契機に、阿蘇地域のさらな
る活性化と国際化を目指すとともに、観光の啓発と

地域住民の健康並びにスポーツの
振興に寄与することを目的した
ウォーキングイベントを実施しま
す。阿蘇市内の各史跡や名所を見
ながら歩いてみませんか！

○開催日時
○参加費　

※両日参加されても上記の金額のみです。
※ 参加料は、申込み後いかなる場合があっても返金いた
しかねますのでご了承ください。

※ 
にて行います。
○ 申込方法　大会チラシに添付してある参加申込兼
参加料振込用紙にてお申し込みください。
※ 申込チラシ設置場所は、商工観光課内、市役所、
各支所、各公共施設等に設置してあります。
★ その他詳しくは、申込チラシをご覧になるか、下
記事務局までお問い合わせください。
○問い合わせ先　商工観光課　☎２２－３１７４

申込内容 事前申込 当日申込
一　般 1,500円 2,000円
阿蘇市民 500円 1,000円
高校生以下 無　料
ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ 1,000円

参加申込
受付中！
参加申込
受付中！

　阿蘇市の誕生以来、皆さまに親しんでいただいた
『阿蘇市健康ウォーキング』は『大阿蘇元気ウオー
ク２０１１』と一体化して行うことになりました。
　「市民の気軽な健康づくり」と「他の地域の人と
のふれあい」が一緒になることで、心も体も温まる
健康づくりが体験できる良い機会となりますので、
これまで同様のご参加をお願いします。
○問い合わせ先　健康福祉課　☎２２－３１６７

１０月２７日木～１１月１９日土

１０月２９日土・３０日日

ウェルカムパーティーは29日土16：30から大会会場

○募集期限　１０月２２日土まで



■第６回おかずコンテスト

　料理づくりがお好きな方！大募
集いたします!!!
　阿蘇で採れた野菜やお肉を使っ
た得意なおかずを出品してみませ
んか？多数の参加をお待ちしてお
ります！入賞者には特産品等が贈
呈されます。

※ 出品者は、阿蘇市在住の方に限ります。
○日時
○場所　ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所

１０月５日水　１１：３０～１３：３０

９月２９日木

９月１２日月

10月

23金
27火
29木

15土～16日

4火
1土

8土～10月

９月２７日火

○出品募集締切
あなたのご近所に料理づくりが上手な
方はいらっしゃいませんか？もし、そ
んな方がいらっしゃいましたら、是非
ご紹介ください！
○問い合わせ先　ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所

☎３５－５０７７
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■スポーツ施設スケジュール
※内容は８月１９日現在の情報です

阿蘇体育館 ☎３２－４０００

10月
菅原神社牛替神事
九州ご当地グルメフェアin阿蘇

農村公園あぴか ☎３２－５０８１

９月
高原杯ソフトボール大会
中体連（陸上）

シルバースポーツ大会

10月
小体連
阿蘇市老連グランドゴルフ大会

阿蘇市中学軟式野球練成大会

■第104回阿蘇市をさるこう！
「山田の宝がそこにあった！～沢登り～」
　普段はなかなか入ることが出来ない山田地区の牧
野内で、沢登りを体験してみませんか？
　午後は馬とのふれ合いができます。
○日時
○集合　ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所　

９月１１日日　９：００～１４：００

　　　　９：0０（出発　9：15）
○場所　阿蘇市山田地区（外輪山）
○案内人　大田黒集氏
○持参物　長靴・軍手・帽子・着替え
○参加費　１，５００円（保険、資料、昼食代込）
○定員　３０名（定員になり次第締切ります。）
※ コースには険しい道、滑りやすい道が含まれてい
ます。足腰に不安のある方は事前にご相談下さい。
※ 服装は長袖・長ズボン、長靴は膝丈のものを着用
して下さい。
※ 雨の場合は中止、または延期となります。
○申し込み・問い合わせ先
ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所　

☎３５－５０７７

出 品 者 大 募 集 ！ ！

実施日

場所
（時間）

○ スーパーみやは
ら内牧店

  9:30～11:30
12:30～16:00
【 阿蘇ライオンズ
クラブ主催】

○ 東京応化工業(株)
阿蘇工場
  9:30～11:30
12:30～13:30
○阿蘇やまなみ病院
14:30～16:00

４００mL献血に
ご協力ください！

４００mL献血に
ご協力ください！

４００mL献血に
ご協力ください！

献血は身近にできるボランティアです

【問い合わせ先】健康福祉課　☎２２‐３１６７
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