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阿蘇の雄大な自然環境はサイクルス
ポーツの魅力が凝縮されサイクリストの
心を捉えて放しません。
フラットなコースや、厳しい山岳コース

など変化に富んだ区間を組み合わせるこ
とによって、ビギナーから上級者まで阿
蘇くじゅう国立公園の雄大な景色に感動
すると同時に、走り切った濃厚な達成感
を得ることができます。そんな阿蘇でサ
イクリングを楽しまれたい方は道の駅阿
蘇を拠点にすることをおすすめします。
道の駅阿蘇には輪行や車で阿蘇を訪

れるサイクリストに便利な様々なサービ
スが用意されています。輪行による阿蘇
へのアクセスは開通したばかりのJR豊肥
本線がおすすめです。阿蘇駅を降りたら
左に道の駅阿蘇が見えますので、宅配の
受け取りや輪行袋の一時お預け、サイク
リングマップや地域の観光情報は館内
の観光案内所へお越しください。
道の駅阿蘇のホームページから無料の

「とことん満喫阿蘇サイクリング」にエ
ントリーすると道の駅阿蘇のソフトク
リーム、それに阿蘇駅前の「夢の湯温泉
」の割引券も付いてきます。事前予約が
基本ですが当日でも荷物預かりスペース
や駐車場の空きがあれば対応しています。

挑戦のあとに微笑む達成感、
感動の阿蘇サイクリングを応援します。

道の駅阿蘇には更衣室もありますので
ジャージに着替えてサイクリングに不要
な荷物は一時預けてスタートすることも
できますし、ポンプや簡単な工具も揃っ
ています。道の駅ですからトイレ・水・補
給食・弁当、そして阿蘇のお土産などサ
イクリグの前後に必要なものもすべて
揃っています。店内で購入された商品を
受付カウンターで一時預かるサービスも
あり、冷蔵庫預かりもできますのでお目
当ての商品をスタート前に買っておくこ
ともできます。
車でお越しの方には車中泊も可能な

専用の無料駐車場が利用できます。グ
ループでお越しの方は「道の駅阿蘇のサ
イクルラック前に集合」としておけば椅
子テーブルもありますので待ち合わせに
も便利です。

熊本地震からあっという間に4年経ち
ました。
2016年4月16日、阿蘇はこの地震によ

り甚大な被害を受けました。自然災害が
あらゆる地域で頻発するなか、阿蘇の
人々も4年間耐え抜いて8月8日には不通
になっていたJR豊肥本線の肥後大津駅
～阿蘇駅間の工事が完了し全線が開通、
やっと光が見えてきました。国道５７号
は代替道の北側復旧ルートが１０月に、
阿蘇大橋は2021年3月に開通予定とな
り阿蘇へのアクセスは震災前に戻りつつ
あります。

現在は、新型コロナウィルス感染拡大
防止の為、「新しい生活様式」が提唱さ
れています。「新しい生活様式」には自
転車が推奨されています。これに伴いサ
イクルスポーツが今まで以上に社会に認
知されサイクリング人口は増えていくか
も知れません。阿蘇ではサイクルスポー
ツの新たな時代の幕開けと捉えて、初め
ての方から阿蘇ライドを自粛されていた
方まで多くのサイクリストを迎えるため
準備を整えています。

今回は真夏向けのサイクリングのコー
スを考えました。これは私が開催してい
るサイクリングの中でも好評だった阿蘇
らしいコースになります。「阿蘇らしい」
といっても従来のマイカーや観光バスが
通る定番のものではありません。車がな
るべく通らない道を繋いだサイクリング
に集中できる距離 8 4ｋｍ、獲得標高
1291ｍのコースになります（体力に応じ
てショートカットもできます）。真夏とい
うこともあり上りは日陰の多い道を選び
ました。ほかの地域では走ることができ
ない広大な草原の中の道では、放牧の
牛を眺め、野鳥の声を聞きながら誰にも
邪魔されずのんびりとサイクリングが楽
しめます。

やまなみハイウェイは、ダウンヒルの
ところがあり大蘇ダムまで気持ち良く走
ることができます。エイドポイントのう
ぶやま牧場を過ぎてしばらく走ると見通
しの良いミルクロードに入り、車が少な
く適度のアップダウンがありますので全
力で走ったりアタックの掛け合いをした
りする楽しみ方もおすすめです。国道57
号から森の中の上り道に入るとやがて根
子岳が近づき、上り切ったら眼下に箱石
峠、真正面に根子岳、右に高岳という豪
快な景色を堪能できる町古閑牧野の展
望は誰しも感動することでしょう。

国道265号を南阿蘇側に下り、九州自
然歩道に入ると、牛の放牧地になります
ので牛を避けながら走る体験も貴重な
ものです。樹々に覆われてくると少し急
な上りになり、高岳と根子岳の境を通る
夏でも涼しい日ノ尾峠が近くなります。
ここも車はほとんど通ることがなく、景
色を見るところは少ないですがサイクリ
ングに集中することができます。峠を越
えて下って行くと別荘地があり目の前に
高岳を眺めるビュースポットは迫力があ
ります。最後は熊本地震による社殿復旧
工事中の阿蘇神社を訪ね、湧水豊富な
門前町を散策して道の駅阿蘇へゴール
する自転車でこそ満喫できる夏の阿蘇
の道になります。

中尾  公一  なかお  こういち

「コルナゴ部長」という愛称で多くのサイ
クリストたちの信頼を集める存在。
愛車は当然コルナゴ。CLX、M10を所有。
ブログで自転車の面白さや阿蘇の魅力を
発信し続けている。

http://kikuchinokoto.blog88.fc2.com/

※コースはこちらの「Ride With GPS」サイトを
ご覧ください。

https://ridewithgps.com/routes/33033707
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じゅうよにんめ 薄井 良文さん Yoshifumi Usui あそBe隊 隊長

若い時、新宿消防署で消防士として救
命活動を行ってましたが、父の死をきっ
かけに阿蘇に戻り広域消防本部へ。ここ
で山岳救助、レスキューヘリと数多くの
救急活動に尽力してきました。
その頃から、趣味でアウトドア全般、

何でもやってきました。自転車もその中
の一つで、一度やり出したら魅力に取り
憑かれてしまい、30代前半の頃はマウン
テンバイクに乗り、霧島の大会や他にも
数多く出場しました。
そういった経緯もあり、ここ阿蘇で自

然体験学習の一環として子どもたちに
キャンプ、登山、レクレーション体験の
ガイド活動を行うようになりました。

人生は自転車と同じ
こぎ続けることで前へと進んでいく

それからおよそ30年務めていた広域
消防本部を早期退職して、2015年4月
に現在の「WakuWakuOFFICE あそBe
隊」を発足。活動の一つに自転車を取り
入れた、阿蘇の自然を満喫していただく
プランを提供・ガイドを行ってます。
現在の隊員の中には、体験学習の参

加者だった子どもたちが何人かいて、大
人になって私のことを覚えていて入隊を
希望してくれました。それってすごく嬉
しいことですよね。
「あそBe隊」の活動の傍ら、県や市

これまでの経験が
今につながっている

から講義のオファーをいただき、「いの
ち」などをテーマとしたお話をさせて頂
くようになりました。自然というのは美
しい面もある一方、時に牙をむく恐ろし
い一面も持ち合わせています。その二面
性とどのように付き合っていくか、また、
災害に見舞われ大切な人を失った悲し
みとどう向き合っていくか。いつまでも
ネガティブな考えではなく、救われた命
を次につないで、心の成長に結びつける。
この講義やガイドの中ではそのかじりを
伝えることができたらと思います。

レスキュー時代に、当然ながらご遺体
を目の当たりにする事も多く、いたたま
れない思いもたくさん経験しました。当

時上司の教えの一つで、「見て慣れろ」
と言われました。ですがそう簡単にでき
るものではない。救急隊員として一人で
も多くの命を救いたい一方で、その教え
と自身の心との間でどこかジレンマを感
じていました。
無事に救出できても怪我を負われた

方や亡くなられたご家族で、PTSD（心的
外傷後ストレス障害）を煩う方も少なく
ありません。これは被災者のみならず救
急隊員やそれを伝える報道の方でも起
こりえることです。現に私自身も、救助
活動を重ねていく中でPTSDを煩ってし
まいました。この病気は本当に厄介で、
強烈なショックを体験後、強い精神的ス
トレスが時間がたっても続き、ふとした
ときに思い出して恐怖を感じる。その繰
り返しで、なかなか出口の見えないもの
です。私は自身のPTSDと向き合いなが
ら、同じように苦しんでいる方々に手を
差し伸べられるような「心のレスキュー」
ができたらと思うようになりました。そ
うすることで、私自身にとってPTSDから
の成長にもなっていくんです。

阿蘇の魅力って私たち住んでいる側
からしたら意外と見えてないことも、観
光客の方々が教えてくれます。メンバー
もそう、何かしらの魅力を感じるから関
わってくれるんです。「阿蘇に来てよかっ
た～」「また来ますね」と言ってくれる方
に出会うことが私たちにとって何よりの
喜びです。

コロナウイルスが問題で、世界的にみ
ても厳しい状況が続いています。地域活
性化のために我々メンバーができること、
それは一丸となって阿蘇の魅力をもっと
発信し、もう一度観光やアクティビティ
体験を参加しに来てもらうことだと思い
ます。
自転車とは一言で言うと「不安定の中

の安定」ではないでしょうか。こぎ続け
ることで前に進み、足を止めるとたちど
ころに倒れてしまう。人生も同じかもし
れませんね。何もできないと嘆いてばか
りでなく、それでも前にこぎ続けること
で見えてくるものがある、私はそう思い
ます。

「WakuWakuOFFICE あそBe隊」で
は、主に阿蘇草千里周辺を中心にサイク
リングやトレッキング、ラペリング（懸垂
下降）体験活動を行っています。これは
「遊び」をテーマとし、体を使って阿蘇
の自然とふれ合うことの楽しさを知って
もらいたいとの思いでスタートしました。
現在「あそBe隊」隊員は合計7名在籍。

私たちはそれぞれが持つ得意分野を生
かし、参加者の方々に楽しんでもらおう
と日々プランを練っています。コース選
びもすべて我々が自らの足で探し歩き、
必要な許認可を受け安全を考慮したう
えで案内しています。こちらで用意して
いる自転車は快適に走ることができる
電動アシスト付き。それによってどなた
でも無理をせずに楽しむことができます。
自転車を使って階段の上り下りもあれば
草原や丘を走るコースもあり、ありのま
まの自然を肌で感じることができるんで
すよ。他にもディスクゴルフ（フリスビー
を使ったゴルフ競技）といったレクレー
ションから、「動物のフン当てクイズ」と
いった一風変わったゲームも過去にやっ
たことがあって。普段の生活ではなかな
か味わえない新たな発見があり、はじめ
怖がってた子どもたちも、私のことを
「隊長！」と呼び親しみ、信頼を寄せて
くれるようになるんです。そしてチーム
が一つになる、これは自然界はもとより
人間関係での成長にもつながるのでは
ないかと思います。

自分自身もPTSDで
悩んでました

現在、阿蘇を中心に自然を
体感するガイドを行っています

『あそBe隊』のみなさん（先頭：薄井隊長）

薄井  良文  うすい  よしふみ

消 防 士 · 山 岳 救 助 の 隊 員 を 経 て「
WakuWakuOFFICE」を発足。「あそBe隊
」の隊長を務めるかたわら、あそBe隊楽
団の代表、環境省自然公園指導員、阿蘇
エコツーリズム協会理事、自然体験指導
者 防災士　衛生管理者など、「遊び」と「
自然環境」に関する様々な取り組みを行
っている。

PROFILE

こぎ続けることは
前へ進み続けること
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草原を貫く爽快ロード。

　阿蘇郡産山村と阿蘇市三野を結ぶ4.5km

の短い道路。周囲を見渡すと阿蘇五岳はも

ちろん、くじゅうの山並みを望み、広大な草原

に囲まれた阿蘇の代表的な景観が集約され

ています。この道は周辺の酪農家が牛乳を

出荷しやすくするために整備された道路で、

交通量もそれほど多くはなく傾斜もない、初

心者でも走りやすい道になっています。見通

しの良い直線は走っていて、とても気持ち良

く、いつまでも走っていたくなる程。近くには

観光牧場や花公園など、家族で楽しめるス

ポットもあります。

サイクリング初心者にうって
つけの好ロケーション

真っ白な風車がひときわ印象的なルート

ヒゴタイロード

ヒ
ゴ
タ
イ
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い
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ー
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あか牛〈炙り〉牛カツ重 阿蘇はなびし あか牛牛カツを、レアに炙った
熊本“初 ”の食感

　阿蘇神社横参道から続く門前町の一角にある、郷土料理

「阿蘇はなびし」。熊本地震を乗り越え、2017年末には古民

家を改装して和モダンでおしゃれな店にリニューアル。阿蘇

の新名物『あか牛〈炙り〉牛カツ重』を堪能できます。

　熊本特産あか牛のヘルシーな赤身の旨味を味わえるよう

衣を薄くし、揚げること35秒。食べやすぐ切ったあと、バー

ナーで炙りさらに深みのある味へ。赤身の淡白さを衣で揚げ

ることによりサクサク感とジューシさを加え、さらに火で炙っ

た香ばしい香りが食欲をそそります。ほどよくレアに火入れさ

れた肉は、あか牛本来の旨味を感じる事ができ、またそえら

れたわさびとの相性もよく、店こだわりの醤油ダレでさっぱり

と食べる事ができます。

　牛カツ以外にも、昔ながらの阿蘇の郷土料理を昔ながら

の調理法で作る「つんきりだご汁」や地元の人たちに永く愛

されている「ジャンボ田舎いなり」などの郷土料理もオススメ

です。

住所：熊本県阿蘇市一の宮町宮地0861
TEL：090-2086-1675
営業時間：11:00～16:00（オーダーストップ）
店休日：不定休 駐車場：近隣に有料駐車場有　

阿蘇の恋唄 菓匠 久幸堂

　「阿蘇は朝ぎ～り～♪」と始まる阿蘇の恋唄。この歌は戦後まもなく作ら

れ、阿蘇の観光バスのガイドさんによって歌われ、阿蘇旅行の思い出の曲

として広く知られるようになりました。

　この歌にちなんで作られた熊本の銘菓「阿蘇の恋唄」。ひと口サイズの

可愛いバームクーヘンで、中に優しい甘さのバタークリームが入っている

ので口の中で美味しいハーモニーが広がり、ついつい2個目3個目とすす

みます。全国的にファンも多く、お土産や贈り物としても人気の商品。恋唄

というネーミングにぴったりなピンクの袋に個包装されています。

　旅館の茶菓子としても昔から親しまれており、創業50年を超える老舗

「菓匠 久幸堂」が製造販売。「阿蘇の恋唄」は、阿蘇内牧温泉にある久幸

堂本店や道の駅阿蘇などで販売されています。

　久幸堂では他にも、創業時から変わらない味噌味、生姜味、黒糖味のせ

んべいや、2008年全国菓子博覧会で名誉総裁賞を受賞した「ゆず萌え」

なども大変人気です。　　　　　　　　　　　　　　　

旅館のお茶菓子としても昔から親しまれている
熊本の銘菓

住所：熊本県阿蘇市内牧626-3　TEL：0967-32-0442       
営業時間：8:30～17:00（コロナ対策の為短縮　通常は18:00まで
定休日：日曜午後　駐車場：あり    


