Event Information

Information Center

イベント情報

阿蘇観光のご案内
Aso Station Information Center

阿蘇駅インフォメーションセンター

March

3月

tel. 0967-34-0751

tel. 0967-34-0751

Aso Shrine Hifuri Shinji (Fire Festival)
Festival-goers come to the shrine to swing around burning bales of grass
tied to ropes as a way of celebrating the marriage of the gods. Recognized in 1982 as an Important Intangible Cultural Asset for Japan.

阿蘇神社火振り神事
阿蘇神社の境内で、
火の着いた松明を一斉に振り回し、
神様の結婚式を
祝う神事。
昭和57年
（1982年）
に、
国の重要無形文化財に指定されている。

1440-1 Kurokawa, Aso-shi, Kumamoto
E-mail: aso-info@aso.ne.jp
Business hours: from 9:00-18:00
Closed days: None Parking: Yes
Languages: English, Japanese

April

熊本県阿蘇市黒川1440-1
E-mail: aso-info@aso.ne.jp
受付／9：00〜18：00
休館／なし 駐車場／あり
言語：英語・日本語

4月

Aso information center

阿蘇インフォメーションセンター

tel. 0967-32-1960

tel. 0967-32-1960

781, Ozato, Aso-shi, Kumamoto
E-mail: asogts@aso.ne.jp
Business hours: from 9:00 to 18:00
Closed days: None Parking: Yes
Languages: Japanese

熊本県阿蘇市小里781
E-mail: asogts@aso.ne.jp
受付／9:00〜18:00
休館／なし 駐車場／あり
言語：日本語

Aso Hana Goyomi (Flower Festival)
With cherry blossoms in March, azaleas and roses in April, and lily of the
valley and rhododendrons in May, there’s plenty worth celebrating in this
spring event held all over Aso City.

July
Onda Matsuri
This festival is held to pray for a bountiful harvest, and features a procession of unari women clad in white garments, portable shrines, and farming
dolls that visits the nearby fields to bring the blessings of the gods.

阿蘇の花ごよみ
〈3月〉
桜、
〈4月〉
ツツジ・バラ、
〈5月〉
スズラン・ミヤマキリシマなど、
春の
阿蘇を彩る草花を楽しむイベントが、阿蘇市一円で盛りだくさんに開催
される。

7月
御田植神幸式
「御田祭り
（おんだまつり）
」
と称される。
阿蘇大明神に五穀豊穣を願い、
白衣を着た女性たち「宇奈利」や獅子、神輿、田植人形などの神幸行列
が、
阿蘇の田畑を巡る。

August

8月

Namino Kogen Noryo Fireworks Festival
Featuring a variet y of events including fireworks and kid’s kagura
(traditional dance). There’s fun events and night market, all culminating in
an exciting fireworks finale!

なみの高原納涼まつり
花火大会や子ども神楽などさまざまなイベントを開催。楽しいステージ
や夜店を楽しんだら、
フィナーレは夜空を焦がす花火大会！

Oaso Hi-no-Yama Matsuri
A big event with a fun night market and fireworks! Thousands of visitors
join in with a big festival dance that really heats up in the Aso summer!

大阿蘇火の山まつり
お楽しみの夜市や花火大会などを開催。
数千人の踊り手が一丸となって
熱く踊り歩く総踊りで、
阿蘇の夏を盛り上げる。

September

9月

Aso Energetic Walk
Take a pleasing stroll and see all of what Aso has to offer on foot. From
Uchinomaki Onsen to the splendid vista of Daikanbo, a variety of courses
offer something for all ages.

大阿蘇元気ウオーク
阿蘇の大自然を秋風に吹かれながら歩こう。内牧温泉や北外輪山の大
パノラマを舞台に、
さまざまなコースで、
ウオーキングを楽しめる。

October

10月

Kagura Festival
Come visit Kaguraen at the Namino Michi-no-Eki to see top-notch
Kagura performances from around Japan. The traditional sounds of
Kagura resounding off the surrounding mountains makes for an unforgettable experience. There is also a market featuring local goods.

神楽フェスティバル
道の駅
「波野」
神楽苑で、
九州内外のさまざまな神楽を披露。
阿蘇の山並
みに神楽の音がこだまする伝統芸能の秋の祭典だ。
特産品なども販売。

Aso Tourism Information Website

阿蘇観光情報のWebサイト

http://www.asocity-kanko.jp/
Onsen Information Website

「あそぶらりネット」

http://onsen.aso.ne.jp

「あそおんせんネット」 http://onsen.aso.ne.jp

Asoburari

Search

http://www.asocity-kanko.jp/

温泉情報のWebサイト

あそぶらり
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Aso Tourism Association
781 Ozato, Aso-shi, Kumamoto
tel.0967-32-1960 fax.0967-32-2733
Aso City Tourism Section
504-1 Miyaji, Ichinomiya-machi,
Aso-shi, Kumamoto
tel.0967-22-3111 fax.0967-22-4566

阿蘇市観光協会
熊本県阿蘇市小里781
tel.0967-32-1960 fax.0967-32-2733
阿蘇市経済部観光課
〒869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1
tel.0967-22-3111
（代表） fax.0967-22-4566

阿 蘇の四 季
4 seasons in Aso

