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道の駅「阿蘇」
西巌殿寺　●

■草千里ヶ浜
直径約1kmもある浅い皿形の

大草原で、かつては火口で

あった場所。中央には大きな池
があり、放牧馬たちが水を

飲む情景が阿蘇の風物詩とも
なっており、ドライブコース

の定番となっています。米塚と
ともに、国の名勝及び天然

記念物に指定されています。

■西巌殿寺
かつて修験道の場として崇拝されてきた阿

蘇山では、全

国からたくさんの僧や修験者たちが阿蘇の
麓に集まりま

した。その修験者たちの拠点として大きな
枠割を担ってい

たのが坊中地区の西巌殿寺です。およそ
1,000年という

長きにわたり、多くの人々の信仰と、精神的
な支えとしてこ

の地に存在しています。

■米塚
阿蘇登山道路を走ると杵島岳の麓に火山のミニチュアのような山が見えます。地表から約95m、摺鉢を伏せたような形をしています。伝えるところによると、阿蘇の開拓神健磐龍命が阿蘇谷で収穫した米をここに積み、その頂上部を両手ですくい、村人に分け与えられたので現在の形になったといいます。

受付をしたらレクチャー開始！
（提供ショップ：CLAMP）本格的なMTBを試し乗り！

ブレーキがめっちゃ効く～！
お店の車に乗って

スタート地点へ

移動！

大草原のパノラマビュー！

牛
さ
ん
も
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る
よ
！

下山すると、道の駅あそが目の前！数種類の牧場のソフトクリームを食べ比べ！

門前町商店街でお昼休憩。
阿蘇神社にも寄ってみよう！

街中の喧騒を忘れてのん
び

りサイクリング。田園風景
の

中に溶け込もう！

お店に到着～

米塚の横から自転車
でスタート！

疲れた身体は内牧温泉が癒やしてくれます。
（料金は含まれていません）
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パノラマサイクル
上りは車、下りは自転車！一歩先行くレンタサイクル！
標高1,000mから自転車でスタート！
パノラマサイクルは阿蘇初！上りは車、下りは自転車、
新しいスタイルのレンタサイクルです。
阿蘇の大自然をサイクリングで楽しむなら本格的な
マウンテンバイクを駆り風になれ！

女子旅でも人気沸騰！
パノラマサイクル体験リポート！

お問い合わせ

阿蘇市内牧48　※QRコードは裏表紙にあります

木曜日（祝日除く）

0967-32-0928

午前の部 9:00～9:20 (11月のみ10:00～10:20) 

午後の部 13:30～13:50

お一人様 6,000円

18歳以上／身長150cm以上

所要時間(目安)：約3時間(受付・レクチャー・移動含む) 

［住　所］

［定休日］

［ＴＥＬ］

［受　付］

［料　金］

［対　象］

［その他］

阿蘇の雄大な
景色を満喫 !

広大な緑のじゅうたんを縫って
延々と続くちょうどいい下り坂は
パノラマサイクルの醍醐味！
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じゅうさんにんめ  山下 虎威くん（12才） 
（やましたとらい：写真左）

 山下 凱威くん（8才） 
（やましたがい：写真中央）

 山下 龍威くん（10才） 
（やましたりゅうい：写真右）

オートバイ関連のお仕事をされているお
父さんの影響で、オムツをしていた2歳か
らストライダーという足で蹴って進む自転
車にのって遊んでいたという3兄弟。3歳
の頃には、トライアル用の自転車に乗っ
ていたというから驚きだ。
9歳の時には、10歳以下のクラスで日本
チャンピオンになり、目指すは世界チャン
ピオンだという長男の山下虎威（やまし
たとらい）君。
お兄ちゃんに続けとばかりに、次男の龍威
（りゅうい）君と、三男の凱威（がい）君。
日本国内は、もちろん海外までもご両親
の引率で参戦。今年はポーランドで行わ
れた大会に出場し予選突破を果たした。

未来に羽ばたく金のたまご！
　目指すは「世界チャンピオン」

世界チャンピオンという夢は現実として
近づいてきている実感を肌で感じたポー
ランドであった事だろう。

日本チャンピオンから
世界へ

阿蘇MTB（マウンテンバイク）パーク
での練習には意味がある

世界を目指すべくして日常生活を送って
いるのか、世界を目指す人材としての日
常生活があるのか…３兄弟は「ゲームを
しない」と断言する。平日の夕方は学校
が終わってから2時間みっちり練習し、
休日は朝から日が暮れるまで練習してい
るという。ゲームをするより、自転車に
のっているほうが楽しいという。
「障害物を克服するのは難しいけれど、
一つ一つクリアしていき、難しい障害物
に向かっていく過程が楽しい、クリアで
きた時の達成感が癖になる」と、長男虎
威君はもとより、三男の凱威君までもが
目をキラキラさせて熱く語ってくれた。
ゲームをやっているお友達に言いたい！

ゲームやると目が悪くなるし、自転車
のって身体を動かしたほうが絶対いい
よ！と、子どもとは思えない発言の連発
で、世界チャンピオンになるべく人材な
のだろうと納得させられた。

毎週水曜日夜の6時からレッスンが行わ
れている「阿蘇MTBパークに、熊本市東
区から1時間かけて通っている山下三兄
弟！引率としてきているお母さんの夏海
さんに聞いてみた。

「1時間という時間の道のりは、大変で
はあるけど、阿蘇という空気と、公園内
にあるセクション（障害物）がとても良
い。何より、指導者である松山さんには
小さい時から教えてもらっているから、
ここまでくる意味がある。」
子どもたちに聞くと「駐車場近いし、自
転車洗えるし、人工的に作ったセクショ
ンがいいし、ナイター設備が良い！」と、
阿蘇MTBパークの魅力を語ってくれた。

子どもたちにとって、送迎中の１時間の
道のりは、練習でくたくたに疲れた体を
癒やすのにちょうどいいのかもしれない。

バイクトライアル

自然を活かした障害物や、人口的に造られたコースを地
面に足をついたり、転倒したりすることなく、スムーズに
走行できるかを競う、自転車の競技。

山下虎威くんの名前は、競技名のトライアルからとって
「とらい」となったそうです。

小さい時から自転車ばっかりで、夢中で
やってきたけど、親としての子育てポリ
シーは、「やりたい事をやればいい」と
思っているから、子どもたちが「やりたい
」と言ってきて初めて手を差し伸べると
いうスタンスでやってきたというお母さ
んの夏海さん。
小さい時から「世界選手権に出る」と宣
言し、それに向かって自分なりに色々考
えながら、頑張っている子どもたちは、
自転車だけではなく、勉強も頑張るし、
強くなるために身体を作らなきゃと、食
事にも気をつけ色のついた野菜などしっ

かり食べている。自転車をやってきて、
人生の中で大切な「判断力！自分で決め
る力！目標に向かって努力する事」など、
大切なことを学んでいると心から思うと
のことでした。

2019年10月には、１クラス上の大会に
チャレンジした虎威君。MTBトライアル
プロライダーの柏丸一慶さんが率いる
「IKKEI  BIKE WORKS」チームの一員と
して出場！阿蘇MTBパークでの練習を
欠かさない三兄弟、応援せずにはいら
れない。

ゲームなんか
やらない

親として思う事
大切なことを学んでいる

最後に

DICTIONARY
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歴史と神話の峠道、豊後街道。

二重の峠にまつわる伝承によると、健磐龍命

が、満々とたたえたカルデラ湖の水を排水し

て、カルデラ湖の底を美田にしようと外輪山の

一部を蹴りましたが、なかなか蹴破ることがで

きず、よく見るとそこが二重になっていたことか

ら、この名がついたといわれています。二重の

峠は加藤清正公が作った街道で、肥後（現在

の熊本付近）と豊後（現在の大分付近）を結ぶ

豊後街道の一部で大津町から二重の峠に至

る部分は清正公道（きよまさこうどう）とも呼ば

れています。坂道が多く風雨などで道の破損

の大きいところを石畳とした部分が今も残って

おり、1.6キロメートルにわたり幅約3メートル

の石畳が敷き詰められています。その中の一

つが、県道339号（通称ミルクロード）の二重

の峠から阿蘇谷に下る「二重の峠の石畳」。現

存する石畳としては国内最長クラスを誇るも

のですが、峠を下まで歩くと往復2時間程、石

畳の上下には駐車場も有り、ハイキングには

ピッタリのコースです。峠からは阿蘇市を一望

することができ、草原を吹くさわやかな風がほ

おをなでる気持ちの良い場所となっています。

また、日没前に赤く染まると、夕日に燃えるスス

キが、ノスタルジックな景色を見せてくれます。

二重の峠の石畳を下りた所には「的石御茶屋

跡」があります。ここは、参勤交代の大名行列

の一行が休憩した場所です。敷地内には北外

輪山の伏流水が湧き出る泉水があり、見事な

庭園が造られています。

石畳の街道から見下ろす
雄大な阿蘇谷と夕焼け

お肉が人気のお店
～スタミナをつけて走りぬこう～

田子山
熊本県阿蘇市三久保285
TEL 0967-32-5070　店休日 水曜日
営業時間 12:00~19:00（15:00以降要予約）

梅くら
熊本県阿蘇市黒川塔ノ本3－１
TEL 0967-34-1616　店休日 不定休
営業時間 11:00～21:30

よかよか亭 宮地店
熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３９５－１
TEL 0967-22-3330　店休日 なし
営業時間 11:00～21:00

レストラン藤屋
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４７１８
TEL 0967-22-0166　店休日 木曜日
営業時間 11:00～20:00

まかない屋MATSU
熊本県一の宮町宮地２３１１－５
TEL 0967-22-1188　店休日 火曜日
営業時間 11:00～22:00

鉄板焼阿蘇まーぼー
熊本県阿蘇市一の宮町宮地1870-1
TEL 070-5410-0546　店休日 月曜日
営業時間 11:30～15:30

いまきん食堂
熊本県阿蘇市内牧290
TEL 0967-32-0031　店休日 水曜・第三木曜
営業時間 11：00~15:00

やきにくの郷発見伝
熊本県阿蘇市内牧１０９
TEL 0967-32-0117　店休日 月曜日
営業時間 11:00～21:30

小次郎渕
熊本県阿蘇市黒川１３０３－２
TEL 0967-34-0945　店休日 水・木曜日
営業時間 10:00~18:00（OS）

内牧地区 宮地地区

坊中地区
的石御茶屋跡（秋）

二重の峠

的石御茶屋跡

二
重
の
峠

ふ
た
え
の
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ヒバリグリル
熊本県阿蘇市一の宮町中通６４０－１
TEL 0967-22-1894　店休日 水曜日
営業時間 11:00～16:00

はなびし
熊本県阿蘇市一の宮町宮地1861番地
TEL 0967-22-0896　店休日 不定休
営業時間 11:00～16:00

あか牛丼 ごとう屋
熊本県阿蘇市一の宮町宮地３０７５－１
TEL 0967-22-5080　店休日 火曜日
営業時間 11:00～16:00

お肉が
人気のお店

※値段は発行時点の税込み価格となります。
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あか牛焼肉セット
　　￥3,750

あか牛丼
　　￥1,760

あか牛焼肉セット
　￥1,800(2人分)

黒牛炭火焼き定食
 　￥1,850

あか牛溶岩焼き
 　￥3,000

あか牛フィレステーキ
 　 ￥6,800 あか牛丼

 　￥1,800

ステーキ
 　￥2,600

牛カツ重
 　￥2,420

あか牛丼セット
 　￥1,720

あか漬け丼
    ￥1,600

味彩牛カルデラ丼
 　 ￥1,500




