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なみの高原納涼まつり

なみの高原納涼まつり実行委員会事務局
　　　　　　　　　神楽苑　☎24-2331

阿蘇市民復興まつり

大阿蘇火の山まつり実行委員会事務局
　　　　　まちづくり課　☎22-3318

8/15㊋ 8/19㊏ 15：00～20：30

阿蘇の夏祭り

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせでのご来場にご協力ください。

場所　内牧商店街周辺場所　道の駅「波野」神楽苑

お問い合わせ お問い合わせ

イベント内容
こどもスケッチ大会（対象：幼児、小学生）
首席予想ゲーム
阿蘇のススキを使った紙すき体験等

食のコーナー
あか牛のバーベキュー（あか牛・おにぎり・野菜
のセット）、阿蘇の特産物、乳製品等販売

※内容は変更する場合があります。

あか牛のバーベキューに舌鼓を打ちませんか？
当日はいろんな催しが開催され楽しさいっぱいです。
また、同会場では畜産農家が丹精込めて育てた牛馬
の品評会も開催されます。

阿蘇市モーモーフェスタ＆
第７１回阿蘇地域畜産共進会

阿蘇市モーモーフェスタ実行委員会
農政課　☎22-3274

8/26㊏ 9：30 開会
場所　阿蘇市みんなの森（蔵原）

お問い合わせ

　主　　催

17：00～21：00

借金、離婚、相続、遺言、交通事故、刑事･･･など、ひとりで悩まずお気軽にご相談下さい。

受付時間：平日９時～１７時１５分　ＴＥＬ：０９６７－２２－５２２３　※完全予約制です。

※経済的に余裕がない方は、法テラスの無料法律相談

制度をご利用になれることがあります。

法律相談料が変わりました。

・初回相談が、３０分まで無料になりました！

・初回３０分超また２回目以降は３０分３５００円です。

※経済的に余裕がない方は、法テラスの無料法律相談

制度をご利用になれることがあります。お問合せ下さい。

阿蘇地域に根ざした法律事務所です。

阿蘇ひまわり基金法律事務所

〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地2005-8-203（阿蘇市商工会一の宮支所となり）

熊本県弁護士会所属
弁護士　森　あい（もり　あい）

熊本県弁護士会所属
弁護士　森　あい（もり　あい）

広
告

花火やステージショー、様々なイベントが行われます！今
年はお楽しみ抽選会も復活する予定ですので奮ってお越し
ください！

17:00　開会式
17:15　ヤマメつかみどり大会
18:00　ステージショー
20:10　お楽しみ抽選会
20:40　花火

※プログラムの内容及び時間は変更になる場合があります。

熊本地震からの復興を願い開催します。
花火大会や露店、お子さまも楽しめるイベントを予定して
いますので、ひと夏の癒しに、皆さまのご来場をお待ちし
ております。

※この祭りは、「大阿蘇火の山まつり」に代わり行われるも
のであり、総おどりや子ども樽みこしは中止となります。

15:00　全長600ｍの露店(雨天中止)

18:00　九州プロレス復興応援イベント(雨天中止)

19:30　花火大会2,000発（荒天の場合20日)　など



222017.08 広報あそ

１

２

３

４

６

５

７

廃校になった小学校を改修した宿
泊 研 修 施 設 で す 。 そ ば や ピ ザ 作
り、ハイキングといった体験プロ
グラム等が楽しめます。
（要事前予約）☎23-0555

鉄道で阿蘇から大分を目指
す場合、熊本県での最後の
駅です。
『波野ルート』も折り返し
地点を過ぎているため、こ
こでのんびり休憩して次の
目的地を目指しましょう。

波野支所の近くにある
大きな銀杏の木。枝か
ら気根が乳のように伸
びており、母乳授けの
言い伝えもあります。
近隣の女性は甘酒を供
え、乳の出を祈ったそ
うです。

SPECIAL ISSUE Vol.7

2017.8

阿蘇サイクルツーリズム学校コギダスでは、ホームページやフェイスブック

でサイクリングに関するさまざまな情報を発信しています！

また、皆さまから阿蘇のサイクリングに関する情報も広く募集しています！

お問い合わせ：経済部観光課　☎２２－３１７４

INFORMATION

阿蘇サイクルツーリズム学校「コギダス」では、さま
ざまなサイクリングルートの開発を行っています！
その中で、今回は『波野ルート』をご紹介します！

SPECIAL ISSUE Vol.8

熊本と大分を結ぶ国道57号沿いにあ
り、そばを中心とした食事処、特産品
コーナーやイベント広場があります。 
特にそばソフトクリームは人気があり
ます。そばの手打体験もでき、そのそ
ばを食べることもできます。

〇ルートの詳細

走行距離：約27.5km

最大標高差：約200m

所要時間：3～4時間

上級者向け

波野は、その名の通り波のような起伏に富んだ地域。アップダウンを楽しむルートは、やや
ハードでサイクリング上級者か体力に自信のある方におすすめします。峠を越えたり森の中を
抜けたりと、風景がめまぐるしく変わっていきます。そば畑やキャベツ畑、牛の放牧など、季
節ごとの“なりわい”の風景も波野の大きな魅力です。

波野特産物の“そば”。
9月には、白い花が一
面に咲き誇ります。特
に波野駅近くのそば畑
は、高岳や根子岳を背
景に、印象的な風景が
楽しめます。

国選択無形民俗文化財の「中江岩
戸 神 楽 」 が 行 わ れ る 中 江 神 楽 殿
は、神々に一番近い指定席と言わ
れています。4～11月（10月を除
く）の第1日曜日には神楽の定期
公演があります。

標高843m、波野地域で一番高い山。
頂上には展望所があり、阿蘇五岳や
祖母傾山、くじゅう連山など、360
度の絶景パノラマを楽しむことがで
きます。

波野支所

道の駅波野 神楽苑１

そば畑２

滝水駅６

荻岳５

中江神楽殿４

乳の木３

なみの高原
やすらぎ交流館

７

波 野 ルート

57

波野駅

なごみの花道

トイレ

自販機

凡例

波野保育園
波野小・中学校
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募集種目 応募資格 受付期間 試験期日 試験種目 試験場所

自衛官候補生
（男子）

１８歳以上
２７歳未満

年間を通じて
行っておりま
す

第１次試験
受付時にお知らせします

筆記試験・適性検査 阿蘇地域振興局

口述試験・身体検査 健軍駐屯地

自衛官候補生 
（女子）

第１次試験
受付時にお知らせします

筆記試験・適性検査
・口述試験 健軍駐屯地
身体検査

一般曹候補生 ７月１日㈯
～９月８日㈮

第１次試験
９月１６日㈮
～１８日㈯

筆記試験・適性検査 阿蘇地域振興局

第２次試験
１０月５日㈭
～１１日㈬
(うち指定する１日)

口述試験・身体検査 健軍駐屯地

航空学生 高卒（見込含）
２１歳未満

第１次試験
９月１８日㈰

筆記試験・適性検査 未定

防医大
（看護学科）

高卒（見込含）
２１歳未満

９月５日㈪
～３０日㈮

第１次試験
１０月１４日㈯

筆記試験 未定

平成２９年度 自衛官採用試験
一人ひとりが「主役」になる場所がある

●試験概要

＜問い合わせ先＞　自衛隊熊本地方協力本部 阿蘇地域事務所　　☎２２－４５７５

試験区分 願書配布 受付期間 第１次試験 第２次試験 受験資格

警察官Ｂ

６月中旬～

８月７日㈪
～２５日㈮

インターネット受付
８月７日㈪
～２２日㈫

試験日
１０月１５日㈰
会場
熊本県立大学
試験内容
教養、作文
合格発表
１０月２４日(予定）

試験日
○適性体力
１１月１１日㈯
～１２日㈰
○面接
１１月１８日㈯
～２２日㈬
合格発表
１２月上旬

○１８～２７歳の方
（H２年４月２日
　～H１２年４月１日生）
○学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業
またはH３０年３月末まで
に卒業見込みの方（人事委
員会が同等の資格があると
認める方を含む）は受験で
きません。

警察事務

試験日
９月２４日㈰
会場
熊本学園大学
試験内容
教養、適性
合格発表
１０月３日(予定）

試験日
○適性作文
１０月２１日㈯
○面接
１０月２８日㈯
～３０日㈪
合格発表
１１月上旬

○１８～２１歳の方
（H８年４月２日
　～H１２年４月１日生）
○学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業
またはH３０年３月末まで
に卒業見込みの方（人事委
員会が同等の資格があると
認める方を含む）は受験で
きません。

＜問い合わせ先＞　熊本県警本部警務課採用係　　☎０９６－３８１－０１１０ 内線２６４３・２６４４

平成２９年度 熊本県警察職員採用試験
今こそ、熊本のために

●試験概要


