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　江戸時代、肥後の殿様細川一行が参

勤交代のため江戸へ東上の折、休憩をし

た史跡で、豊後街道の中で唯一面影が

残っているところです。四季折々の庭園の

風景は見事で、勝海舟が「領主小休の亭

あり。素質、底は山泉一面に流る」と日記

に記したそうです。

　市指定文化財で裏山からの湧水は地

域の農業用水として活用されています。

県の名水百選に、また蛍の百選にも選ば

れています。平成２８年４月に発生した

熊本地震によってこの史跡も大きな被害

を受けました。跡地は私有地のため、立ち

入りはできませんが、隣接する隼鷹天満

宮から一部を見学することができます。

豊後街道の中で唯一、その面影

を残す史跡

ぐっと近くなった阿蘇。
阿蘇らしい山岳ルートをめぐる。

Googleマップが
表⽰されます
Googleマップが
表⽰されます

阿蘇市黒川1444-2（JR阿蘇駅構内）

なし

0967-34-1600

9：00~17：00

500円（2h）／800円(4h）／1200円(8h)

10台（電動アシスト自転車）

［住　所］

［定休日］

［ＴＥＬ］

［時　間］

［料　金］

［台　数］

阿蘇市内牧48

木曜日（祝日除く）

0967-32-0928

10：00~18：00（返却は17：00まで）

1,600円（3h）／2,700円(6h）

40台

マウンテンバイクスクールあり

［住　所］

［定休日］

［ＴＥＬ］

［時　間］

［料　金］

［台　数］

［その他］

Googleマップが
表⽰されます

Googleマップが
表⽰されます

的⽯御茶屋跡



　熊本市内方面から阿蘇へのメイン
ルートとなる国道５７号と新たに自動車
専用道路の北側復旧道路の２つの道が
１０月に開通し、熊本地震の前より早く
快適に阿蘇へ来ることができるようにな
りました。８月には、ＪＲ豊肥本線の不
通区間が運行を再開しましたので、ＪＲ
熊本駅で新幹線等から乗り換えてＪＲ阿
蘇駅へ行けるようになりました。阿蘇く
まもと空港からは、ＪＲ肥後大津駅まで
約１５分で無料運行する「空港ライナー」
により豊肥本線と繋がりました。空と鉄
道と道路による阿蘇地域のアクセスルー
トが回復したことで広域に周遊すること
が可能となり阿蘇観光が活性化し始め
ています。

　このようにアクセスが良くなったこと
から、実際に阿蘇を訪ねる自転車旅を試
すため、新幹線や飛行機を利用して遠く
から阿蘇を訪れることができるＪＲ豊肥
本線の輪行を試してみました。最初にＪ
Ｒ熊本駅から阿蘇駅まで４年半振りの８
月８日に全線開通した翌日に、毎月２回
開催している阿蘇満喫ライドのサポート
でお世話になっている井上君と乗車。

列車は普通か特急か迷いましたが、日曜
の朝なので混まないだろうと熊本駅発８
時１０分の普通列車にしました。ところ
が高校生がどんどん乗り込み、輪行袋が
邪魔にならないかとやや肩身の狭い思
いになりましたが、学生で混み合うのは
熊本駅から１０分ほどまででその先から
はゆっくりとしていました。普通列車の
場合、阿蘇方面へは急こう配を登るた
め、肥後大津駅で電車からディーゼル車

に乗り換えます。普通列車より特急の方
が乗り換えもないため輪行には適してい
るかもしれません。
　２回目は福岡の女性サイクリストと、
３回目は「阿蘇満喫ライド」の参加者の
みなさんと、阿蘇山周辺や南阿蘇を走っ
た後に立野駅から輪行して阿蘇駅に
ゴールする「サイクリング＋輪行」という
新しい阿蘇ライドを試しました。大変好
評でしたので、道の駅阿蘇から南阿蘇経
由で輪行ライドする「ぐるっと阿蘇を走
るＺＥＫＫＥＩ輪行ライド」として紹介し
ます。
　道の駅阿蘇から、のんびりと田舎道や
農道をウォーミングアップとして走った
あとに根子岳の麓を縫うように２６５号
を上って阿蘇らしい樹々のない箱石峠を
越えます。頂上からすぐに左折して少し
上ったところにあるのが、標高９０９ｍ
の町古閑牧野展望スポットになります。

ここからは根子岳が眼前に迫り、眼下に広
がる牧野と上ってきた２６５号という、欧
州の山岳コースのような景色が楽しめま
す。また、このライドでは毎回参加者の皆
さんに協力してもらって途中で清掃活動
を行っており、今回はここで行いました。

　高森側に下ったあとは、湧水トンネル
や南阿蘇鉄道の駅舎を訪ね、南阿蘇らし
い平坦な農道や井手沿いの道をゆった
りと走りました。その後、新阿蘇大橋付
近の景色を眺めながら復旧したばかり
の国道５７号を下って立野駅に到着、す
ぐに輪行の準備をして九州横断特急に
乗車しました。ライドだけでなく輪行も
加えることで、全国的にも珍しい３段式
スイッチバック。更に２０２１年３月開通
予定の新阿蘇大橋付近の圧巻の眺めも
車窓から楽しむことができます。

２０１６年４月１６日未明の熊本地震本
震によって、立野峡谷の谷底に落ちた阿
蘇大橋の残骸、その６００m下流に新た
に架けられた巨大な新阿蘇大橋、２つの
対比が豊肥本線から一望できました。熊
本地震の強烈な破壊力とそれを４年半
に渡り修復する人の力を、走る列車の車
窓からスローモーションの動画のように
見ることができ、素晴らしい絶景スポッ
トになるのではないでしょうか。この後
は阿蘇の田園風景と阿蘇五岳、阿蘇北
外輪山を眺めながら阿蘇駅に到着、立野
駅から特急で２５分、普通列車なら３４
分後、サイクリング＋輪行旅は阿蘇駅で
ゴールします。

　私は熊本震災後、地震による大規模な
陥没を見て回ることによって、何万年と
いう時間軸の火山活動で形成された５
００ｍ規模の地殻のギャップとなったカ
ルデラ大地の誕生を想像することがで
きるのではないかと、震災の爪痕を巡る
「阿蘇ジオ・ライド」として案内してきま
した。今、豊肥本線から見る新阿蘇大橋
付近の景色は、自然災害に屈しない人の
力を結集した狼煙のように感じます。
阿蘇らしい山岳ルートと、車が少ないフ
ラットな田舎道、そして列車の車窓から
の眺めを組み合わせた初心者から上級
者まで楽しめる変化に富んだ実走６０
km のコースでした。　

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/
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　中学3年の時、学校が大嫌いだった自
分に姉が勧めてくれたのが、八代農業高
校泉分校でした。「カヌーやマウンテン
バイク、キャンプ実習などをやると書い
てあるし面白そうじゃない!」と推してく
れて進学を決めました。そこでマウンテ
ンバイクを始めました。
　高校では皆My自転車を持って乗りこ
なしていたのに対し、自分は全くの初心
者。最初は学校の自転車に乗り、スピー
ドも遅く、練習についていけず一番遅い
状態でした。もう悔しくて悔しくて、ずっ
と努力して、それが功を奏して2年生に
なったぐらいから学校で一番早くなり、
大会に出て表彰台に登れるまでになりま
した。

 高校卒業してからも自転車を続けたく
て、新潟県にある国際自然環境アウトド
ア専門学校アウトドアスポーツ学科の
マウンテンバイクコースに進学し、更に
長野県で2年ぐらいクロスカントリーの
レース活動をしていました。

　小さい頃は南阿蘇にいることも多く、
小学6年生の時は白水小学校だったし、
その頃お世話になった人たちもいるし、
何より阿蘇の大自然が気に入ってました。
ここに戻って自転車を広めたい!レースだ
けじゃなく遊びのツールとして広めてい
きたいという想いがずっとあり、南阿蘇
に戻ってきました。
　先ず初めに、観光の勉強をしよう!観
光というものの仕組みみたいなものを
勉強しよう!と思い、去年の春から南阿
蘇村地域おこし協力隊の地域経営組織
推進プロジェクト業務で、観光協会に属
するような形で就職しました。
　仕事を始めてから自転車に携わること
が予想外に多く、ガイドツアーを単発で

何回かやる機会がありました。その時、
参加者たちの自転車に対する強い想い
を感じ取れて、今後阿蘇で自転車文化は
広がっていく…という可能性を実感しま
した。
　また今年8月から、『南阿蘇チャレン
ジベースみなくるストア』内に自転車
ショップ『CYCLE PIT GURURI（サイク
ルピットグルリ）』を開店。ここではス
ポーツタイプの自転車からママチャリ・
キッズ向けまで販売・修理、自転車に関
わる事何でも受けてます。

　更に今年9月から学校の先生から勧め
ていただき、久木野小学校のクラブ活動
で自転車教室を始めました。

　今時は全国的に、子どもが自転車に乗
るのを『危ない』という理由で、場所を
指定したり、距離も制限され、あまり乗
らないように…と、乗る機会がなくなっ
てきています。通学も親が車で送り迎え
かスクールバスを利用するかで、友達の
家に行くのに利用するぐらいになってい
ます。それさえもなく、小さい時に自転
車に乗ったことがない子どもが増えてい
て、「何が危ないのか」のルールを知ら
ずに育ち、大人になって自転車に乗り始
め、事故を起こす人たちが増えていると
いうのが現状です。自分自身も乗り始め
たのは高校からで、両親も全く自転車に
は乗ったことがないということで、小さ
い頃は縁がありませんでした。
　なので自分の経験を生かし、子どもた
ちに『自転車で遊ぶという経験』を積ん
もらえるよう、クラブ活動に取り組んで

ます。ただ友だちの家に行くのに乗るだ
けじゃなく、遊んで楽しんで魅力を感じ
て欲しいですね。その上で、事故が起き
ないようにルールを学んで欲しいし、自
転車の危険性…転んだらどうなるか、怪
我を防ぐ方法等を身につけてもらえれば
と思ってます。
　でも本当は、子どもが大好き、自転車
大好きで、一番楽しんでいるのは自分自
身なんですけどね…！

　ショップでは、地主の方の協力を得て、
村内にマウンテンバイクコースの整備も
やっています。

　元々ショップを始めた理由は、もっと
マウンテンバイクの文化を広めたい、広
がるような環境作りをしたいという思い
があったからです。
　自転車文化を広げるための基地として
店舗があり、そこに訪れる人たちの遊び
場を作って、そこで遊ぶ人たちが次の誰
かに楽しかった体験を伝え、またそこか
ら誰かへ広がっていく…。阿蘇の自然の
中で、自転車を楽しむ人たちが広がって
いけるよう、取り組んでいきたいと思っ
てます。     

山内  健正  やまうち  けんせい

道の駅あそ望の郷くぎの
『南阿蘇チャレンジベースみなくるストア』内
『サイクルピットぐるり』
TEL：080-2695-0038
https://www.facebook.com/cyclepitgururi/
自転車の修理・販売をしています。
不定期でローカルガイドツアーや教室を開催しています。
南阿蘇村でマウンテンバイクコースも整備しています。

PROFILE

南阿蘇に戻って
自転車を広めたい

阿蘇の自転車文化を
広める基地に!

小さい頃から
自転車で遊んでほしい

始めたのは高校の時

山内 健正さん Kensei Yamauchi サイクルピットぐるり

一番楽しんでいるのは
自分自身なんですけどね…!
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田園を貫く一本道を、のんびりサイクリング。

　阿蘇市役所の北側から阿蘇市手野を結ぶ約

3.4kmの長い直線です。周囲にはのどかな田園

が広がり、遮るものが殆どないので阿蘇谷を取り

囲むカルデラの大きさを実感できます。また、阿

蘇五岳を正面にしてスタートすれば東西に横た

わる涅槃像が眼前に広がります。

　ルートの北側には阿蘇神社の北宮と言われる

国造神社ががあります。杉木立に囲まれた境内

には、速瓶玉命お手植えと言われ、国指定天然

記念物にも指定された「手野の大杉」がありま

す。樹齢2000余年、国造神社の由緒を語る杉とし

て大事に保存されています。

気軽に走れて、ロケーションも
最高！

市道宮地⼿野線

安心安全にこだわったアイス

　阿蘇天然アイスは、「アレルギー体質で食に苦労してい

る我が子に美味しく、安心して食べられるものを」という思

いから生まれたママの愛たっぷりのアイス。安心安全にこ

だわり、着色料・香料は一切使用していません。

　子どもが瞳を輝かせて飛びついてくれるようなアイスを

作ることを目指して新商品開発にも力を入れ、現在では

50種類を超えるアイスレシピを生み出しています。

　原料となる野菜や果物は80％以上が阿蘇産を使用し、

信頼できる農家さんから、しっかりと完熟するまで実らせ

た食味のよいものばかりを厳選して仕入れています。　

　冷凍庫から出したばかりのアイスは、早く食べたいとこ

ろを少し待って、表面とカップの周りが少し溶け出した時

が食べごろです。全体をよく混ぜると風味が際立ち、待っ

た分だけより美味しさを堪能できます。住所：熊本県阿蘇市一の宮町宮地2269-2
TEL：0967-22-4840
営業時間：10:00～17:00（平日・土日祝日とも）
店休日：不定休 駐車場：5台

　阿蘇神社の横参道に続く門前町商店街に、自分の自転車をかっ

こよくディスプレイできる駐輪スペースが新たに誕生しました。

　その名も「＃壁駐Ⓟ  ASO PARKING WALL」。設置したのは前

号で「牛カツ」をご紹介した「阿蘇はなびし」さんです。自転車で

訪れた人たちに駐輪場所を作るにあたって、せっかくなら写真投

稿サイトなどでＳＮＳ映えするものをと、店舗の壁面（幅 9.6m、高

さ 3.3ｍ）に、自転車専用のフックを利用した駐輪施設を作りま

した。掛ける自転車の位置を入れ替えながら、ディスプレイされ

たＭｙ自転車をバックに写真撮影を楽しんでみては？

　阿蘇はなびしのご主人は「阿蘇に自転車で訪れる人に楽しん

でもらえればうれしいです。」と話していました。

自転車が映える！
門前町商店街に新スポット

住所：熊本県阿蘇市一の宮町宮地1861番地　TEL：0967-22-0896
営業時間：11:00～16:00（オーダーストップ）
店休日：不定休　駐輪スペース（＃壁駐）8台

阿蘇天然アイス

はじまりは子を想う母心
阿蘇産の完熟素材を活かす味

ASO PARKING WALL

市
道
宮
地
手
野
線

し
ど
う
み
や
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て
の
せ
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SPOT




