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有明海の
ノリ養殖

1．有明海ノリ養殖の歴史

ノリ養殖の始まりは、延宝時代から享保時代（1673年～1735年）にかけて、東京湾から始まったと

されています。しかし、九州では、明治時代に入って熊本県からノl）養殖が始まり、少しずつ広まって

いきました。のり養殖といっても竹を建てるだけです。佐賀県においては、熊本県で種を付けてもら

った竹を移設する試験養殖が明治38年から始まっていまもそれまでは島原とか、緑川とか、有明海

の中央から南部の海域において、竹羽瀬（タケハゼ）や海岸の岩等に付いていたノl）を採っていたに

過ぎません。有明海の奥部である佐賀県や福岡県には、ノリは生育していませんでした。

ところが昭和24年に大発見がありました。キャサリン・メアリー・ド）ユーというイギリスの研究者

が、ノリとは異なる紅藻として名付けられたコンコセリスが、ノリの夏の姿であることを突き止めまし

た。ノl）の生活史の解明でも種はカキ殻に穿孔し、夏の間、根を張ったような糸状体で過ごします。

この種は、容器の中で培養すると毯藻状となり、室内でも保存できま‾九まさにノリを1年間通して管

理できることになった訳で九　本来生息していない有明海奥部海域に、人工的なノリ養殖が導入さ

れ、いろんな技術が加わって、現在に至っています，

㊨ノリの生活史

①糸状体の顕微鏡観察

②種の入ったカキ殻

③糸状体のカキ殻への　　睦み‾Yでも

穿孔状況

④ノリ葉体　　　　　　唆．ぐ，

㊤ノリの種（毯藻状のフ

2．なぜ有明海はノリ養殖に通しているのでしょうか

ノリは藻類（植物）ですので光合成によって命を長らえまうら光合成とは、光、二酸

化炭素を基に、窒素、リン、カリウムの3大栄養素といわれている元素で藻体を作る能

力です言が）ウムは海にたくさんありますので窒素とリンが不足すると、栄養失調した

全く製品価値のない黄色い（色落ち）ノリとなりま一丸窒素とリンは、有明海に流れ込む

多くの川から大量に入ってきます言可用水に含まれた栄養素は、海底にも蓄積され、風

が吹いたりすると溶けて出てきますっ河川水が入って来る海域が、ノリの主産地、味が

良い高品質ノl）がとれる海域、即ち有明海なのです，

ノl）養殖の方法には、支柱式養殖と浮流し式養殖がありま「丸支柱式というのは写

真のように干満差によって網の張り込み位置を変える方法です。大潮では低く、小潮の

時には高く網を張らないと同じ時間乾燥させることができません。乾燥は病気を防除

し、ノリの味をアップさせますっこの干満差が有明海のノリ養殖を盛んにしました。更

に、干満差からでき潮流も加わって、有明海はノリ養殖の一大生産地になったので「㌔



乾海苔の味は遊離アミノ酸（必須アミノ酸ではない）、遊離糖、核酸（5‘－ヌクレオチド）、有機

酸と各種の無機塩類が微妙に混じり合って醸し出されまもアミノ酸は何十種類もありますが、乾海

苔の中で多いのは、アラニン、グルタミン酸、アスパラギ

ン酸、ダウ）ンで「㌔アラニンは少し苦味のある甘さが

あり、グルタミン酸は旨味成分（コンプ）、アスパラギン

酸は酸味があります。ちなみにカツオ節のうまさは、イノ

シン酸、シイタケの味はグアニル酸、うま味はコハク酸

で丸乾海苔100g（1枚3．3g）当り4，000mgのアミノ酸

が入っていますので他の海藻に比べて、うま味成分が

たくさん入っています。海水中の栄養塩が一定以上あ

れば乾海苔中のアミノ酸量は、支柱式養殖の特徴で

ある1日2回の乾燥とその時の太陽光の強さに影響さ ㊧乾海苔のアミノ酸量

れるようで「丸

ところが、浮き流し養殖の本場である瀬戸内海と有明海の乾海苔とでは、味が違うと言われてい

ますが、実際には同じくらい同様の呈味成分が入っています何が違うかと言いますと口の中に入れ

たときの柔らかさです。有明海のノl）は柔らかい乾海苔で、口の中に入れると、ホワッと瞬間的に出

てくる成分の量が多いので美味しいので丸瀬戸内海の乾海苔は逆のようです。

3．現在のノリ養殖乾海苔ができるまで

ノリは写真のようにビラビラした紙のようなものです。これを切ると厚さは20－30ミクロンメートル

（1cm＝10mm＝10，000ミクロンメートル）で細胞が一層で細胞が繋がらずに単独で生きていま丸

㊨①ノリの表面観（②横断面

養殖されているノリ、昔はアサクサノリとか色々な

種類のノl）が使われていたのですが、現在は、紅

藻類一原始紅藻類－ウシケノリ目－スサビノl）とい

う、（学名ではPorphyra yezoensis　ポルフイラ

エゾ（蝦夷）エンシスと言います）和名のノリが多

いので丸99％がスサビノリということが最近の遺

伝子レベルの研究で分かっています。

ノリは運草（うんくさ）、博打革とか、ノリ養殖は毎年が一年生とも言われま丸自然に左右される

ところが多々あり、人間の努力だけではどうにもできない難しい産業なので丸では、ノリが乾海苔と

なるまでの過程を覗いて見ましょう。

毎年8月までに、自分が養殖する場所を決めるための漁場抽選会がありま丸ノl）養殖は、環境に

ょって生産量、品質などが異なりますので良い漁場を独り占めというわけにはいきません。組合ごと

に抽選が行われまも自分が希望した生産性の高い漁場に当たれば「今年はよかば国となりまも

9月になると、およそ200万本の合成支柱が佐賀県漁場に建てられまも200万本がどの位の長さ

かというと、支柱は1本10mありますので繋げると、20，000kmになりまも地球半周する位の長さ

で一丸

10月に入って、水温が24℃くらいに下がってくるとカキ殻の中で生長、成熟したノリの種は、一斉



に海水中に放出し、これが綱（18mXl．6m（5尺綱））に付着する

とノリ芽として生長を始めま・丸

更に、ノリ芽の生長を促進する作業が続きます。冷凍網入庫

前くらいまで毎日網を洗いまも洗うことでゴミや弱いノlj芽を落

とし、ノリの活力を向上させていきます。また大潮と小潮の時と

では、全く海表面の位置がかわりますので漁業者さんは物凄く

気を使って網を吊り下げる紐の位置を上げたり下げたり2，3日に
㊧網洗い風景（下からポンプで水を噴射している）

1回、場合によっては毎日動かしま一丸漁業者さんは、このような綱の管理を冷凍網入庫の前まで続

けま‾丸

そして網は、再び＼冷凍網が張り込まれる12月中、下旬まで冷凍庫（約－25℃）で保存しま－九
一万、葉体は、水温降下につれて生長し、11月上旬（2007年は下旬まで）には数十cmとなり摘み

採りまも秋芽網期＊、冷凍網期＊の初回から4，5回摘みまでは、夜中に摘み採りま丸夜、海に行

くわけですから、暗闇のなかでの危険で寒い仕事です。初めて摘み採られたノリは、初（はな）、

華、花海苔と呼ばれ高値で取り引きされま一丸

＊：種を網に付けた後、そのまま養殖され摘み採られたノl）を秋芽網期の乾海苔（11，12月中旬）、一度冷凍庫で保有された

後、再び養殖され摘み採られたノリを冷凍網期の乾海苔（12月下旬以降）と呼んで区別しています。

ノl）を陸上のタンクに持ち帰り、いよいよ乾海苔の製造です。

乾燥させる前にゴミを取り、細切し、漉くための濃度に調整しま

す。調整されたノリは、御簾（ミス）にのせられ、上から圧力をか

け脱水して、湿度、温度が調整された乾燥空間に移動していき

ます。タンクに入れられ、乾海苔として出てくるまでに2－3時間

かかりま一丸協業体のように大型乾燥機で24時間乾燥を続けれ

ば一日10万枚でも製造できます，
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乾海苔が乾燥機から出てくるとと、湿度感知器や金属探査機を　㊨海苔の乾燥機

使って湿気ってないか、金属片が混じってないかなど乾ノリの品

質管理がされます。さらに折り曲げ機にかけて折り曲げ100枚1

束として纏められますもちなみに、乾海苔の規格は21cmX19cm

です。

そして有明海漁業協同組合支所に運ばれ、検査員による検査

が行われます。規格としては優等、特等、1等から7等、検査格付

けとしては、上、推、黒、B，重、軽、破け、縮み、A、C、〇、黒、

・、　薫一一一 � � 
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クモリ、飛び、泥などがあり、合計すると160種類以上に細かく分　㊦海苔の協業体

けられます。

最後に有明海漁業協同組合にすべて集荷され、海苔商社によ

る見付け単価決定がなされて、商社に運ばれていきま一九このよう

に、漁業者、漁協、行政が一体となって生産から製造、製造から

入札まで行われていまも

有明海のノリ養殖は近年、豊作が続いていますが、自然相手

の不安定な産業であることに変わりなく、有明海の漁場環壇を今

からどのように守り、産業と自然との調和をいかにしていくかとい

う課題を克服していかねばなりません。

そうした努力には、多くの方の協力が必要なのはいうまでもあ

りません。
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⑬乾海苔の入札（見付け）



豊かなの有明海の

魅力や幸がいっぱい。
金

有明海ぐるりんネット、おすずめのスポット！

⑥佐賀平野
所在地／佐賀市川副町、諸富町、東与賀町沿岸及び鹿島市沿岸一帯

旬の時期㊧通年

佐賀平野は、干拓の歴史を繰り返し、現在の姿

となっています。その特色は、低平地で地盤が軟ら

かく、平野を流れる河川や水路（昔はダ）－ク）は

有明海の水利的影響を強く受けます。この佐賀平

野での人間の営みは農業が中心ですが、農業基盤

整備が進み、圃場が大きく整然となりダ）－クは

水路化されていきました。

河川も大きく変わりました。たとえば、六角川で

す。昭和50年代までは改修が進まず頻繁に水害に

見舞われていました。当時は堤防がなくヨシが繁

茂していて、大潮の満潮時に六角川の川辺にいる

と、六角川の水の流れが逆流し、川が蛇のようにく

ねくね曲がっていることもあるのでしょう、どちら

が上流か下流かわからなくなったものです。

とにかく、佐賀平野は、ここ20－30年の問に景観

が大きく変わりました。有明海の影響が大地に刻

み込まれたこの地域特有の田園風景が一変し、整

然となりすぎたように感じます。有明海沿岸域の一

番の特色であったアオ取水もなくなり、関連の施

設がなくなったのも残念な気持ちになります。
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⑥欝撰麓平野、棚海；驚器町

有明佐賀空港を利用すると、雄大な佐賀平野と

有明海を一望することができます。ノリの生産の

時期は有明海の風物詩ともいえる眺望です。黒々

としたノリ畑が整然と並んで、これが日本一のノリ

生産を誇る雄大な眺めです。

2005年、佐賀で全国豊かな海づくり大会が開催

されました。その年は雨が多く、河川から流れてく

るゴミの処理に悩まされました。佐賀県の湾奥部

にゴミが集まってきて、会場の設営に関係者は苦

労しました。ちょうど佐賀空港に降り立つときでし

た。洪水後にできた潮目を境として海の色が変わ

りそのコントラストはとてもきれいでした。潮目に

ゴミが滞脅していて、この機に海上においてゴミ

処理船で撤去したら苦労せずに済んだかもしれま

せん。

また、2006年の大川の花火大会で、筑後川に浮

かぶ船の上から花火を見ました。それは見事の一

空から見た佐賀平野

言でした。その時刻に東京からの最終便が佐賀空

港に降り立ってきましたが、上空から見る花火もす

ぼらしい眺めだったろうと思います。

⑥佐賀平野の夕日
所在地／佐賀市内全域

旬の時期㊧通年

）帽U大橋を歩きながら、ふと足を止めた。目の前

に佐賀平野が広がる。広大という言葉があるが、

佐賀平野のためにあると言っても過言ではない。

中国の「史記」には徐福は「平原広沢を得、王と

なりて帰らず」とある。この平原広沢こそ佐賀平野

である。徐福は、童男女数千人ともにいろんな文化

をもたらしたが、その内の一つが稲作の伝来であ

る。佐賀市金立神社には、稲作農耕の始租として

尊崇され、その信仰は現在まで続いている。

佐賀平野は、四季それぞれに顔を持つ。春は

緑、秋は実りの色、秋から冬に掛けては空気が澄

み、遠く四方の山の稜線がくっきりし、素晴らしい

景観をも造り出す。私たち故郷そのものだ。

幼い頃の話しを思い出した。イギリスの作家ジョ

ナサン・スウイフトが書いた「ガリバー旅行記」のワ

ンシーンが西の山に写し出される。山はガリバー

が小人たちに捕まって寝ている様に見えてくる。夕

陽に照らされるとよく分かる。顔があり頂上の木々

が小人たちに見えてくるから不思議である。
一日の仕事が終わり、気が安まったとき西の山

を見てご覧なさい。あなたにも、また違ったロマン

が写し出されるかも知れません。
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⑥筑後川昇問橋雷書籍蓋
；所在地／佐賀市諸富町大字為重、福岡県大川市向島君津

筑後川昇開橋は、筑後川下流の佐賀県諸富町と

福岡県大川市をつなぐ506mのユニークな形の

鉄橋です。この鉄橋は、佐賀駅と福岡県の瀬高駅

を結ぶ旧国鉄佐賀線の鉄橋として、今から73年も

昔の1935年（昭和10年）に完成した世界でも有数

の昇降式可動鉄橋でした。

有明海に注ぐ筑後川は、干満の差が最大6mに

もなるため、当時の煙突の高い大型船が橋の下を

通過できるように、高さ30mの鉄塔にはさまれた

中央部の橋げたが23mの高さまでエレベーター

のように上昇する仕組みになっています。

この橋は、当時の設計図も保有されており、戦

後初の国産旅客機YSll（有明佐賀空港に本物が

展示してあります）などとともに、日本機械学会か

ら機械遺産に認定されています。実際に、鉄で組

まれた48トンもある巨大な橋桁がモーターで上

昇していく様をすぐそばで眺めていると、橋という

より巨大機械という印象を受けます。橋桁が1日

に8回程度上がったり下がったりします。

現在は、遊歩道として利用され、平成20年1月に

は、この橋を渡った人が60万人に達しました。

⑥吉野ヶ里歴史公園

吉野ヶ里歴史公園は、「弥生人の声が聞こえる」

をテーマに、平成4年から国と佐賀県が整備を進

めている都市公園で、117haという大規模な整備

計画のうち、約半分が開園しています。

吉野ヶ里遺跡は、昭和61年から文化財発掘調査

が行われ、弥生時代最大規模の環濠集落である

ことが確認されました。

現在は、日本各地や海外から年間40万人を超え

る人々が訪れています。

また、貌志倭人伝に記載されている当時の様子を

彷彿とさせる建物遺跡や王の墓と思われる北墳

丘墓の発掘も行われ、首を切られた弥生人の人骨

や有柄銅剣、管玉、土器などの貴重な品々が出土

しました。

この公園の見どころは、物見やぐらや竪穴式住

居、高床式倉庫群など、考古学上の貴重な遺構も

さることながら、広々とした園内で北の背振山系の

所在地／神埼郡吉野ヶ里町田手1843

旬の時期e通年

なだらかな山並みを背景に、青空の大きな広がり

を体感できることにあります。

平成19年10月には、弥生人の庶民が生活してい

た「南のムラ」がオープン。また、平成20年2月に

は、墳丘墓が再び一般公開され、さらに吉野ヶ里

歴史公園の魅力が高まりました。

吉野ヶ里遺跡



⑥悪輩濃区 ；所在地／功、城市芦刈町永田（六角川左岸）

；旬の時期e5月から11月

有明海に注ぐ六角川河口に、ムツゴロウ・シオマ

ネキの保護区があります。河岸に降りて干潟の上

に整備された木作りの遊歩道を歩いていくと、干

潟で首を振りながら這い回ったり、泥の上でジャン

プしているムツゴロウの生態を目の前で観察でき

ます。特に、初夏の頃は、活発なムツゴロウの求愛

ジャンプが見られ、これを望遠カメラに収めようと

する写真愛好家がたくさん訪れています。

また、この場所

では、干潟に入って

泥だらけになって

遊ぶことができる

干潟体験施設も整

備されています。

11月初旬には、

あたり一面に繁茂

している塩性植物

のシチメンソウが真っ赤な色に染まります。

ムツゴロウは、冬の間、巣穴で冬眠し、暖かくな

る春を待ちます。

保護区のすぐそばには、佐賀県有明水産振興セ

ンターの水産展示館、物産直売所ピョンタ、冬に

は牡蠣焼きを食べることのできる店、広々とした

運動公園などの施設もあり、家族、子供連れで楽

しいひとときを過ごすことができます。
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ムツゴロウとシオマネキ

⑥海童神社秋季祭

所在地／佐賀市）惰り町犬非道1098番地

旬の時期㊧毎年10月の第3日曜

海童神社と呼ばれる神社は全国にありますが、

川副町犬井道の海童神社の秋祭りは出店の多い

ことで有名です。今では珍しくなった浮立や稚児

行列が現在も受け継がれていて、懐かしい祭りの

風情が楽しめます。

この神社を1553年に創建した戦国の武将「龍

造寺孝信」は藤原鎌足の子孫で1529年に佐賀

城南に生まれ、一時筑後に難を避けました。その

後、佐賀城奪還のため海を渡り、地元猟師の水先

案内で犬井道に上陸し、最後は5回2島の太守と

なりました。孝信公は案内した猟師からこの地の

状況を聞き、堤防を増築しました。干拓地への海

海童神社秋祭り

水の侵入を防ぐ鎮護として、海童神社には綿津見

神が主祭神として祀られています。



佐賀福岡境界碑

⑥鰯艶麗福間県
所在地／佐賀市ji惰り町大詫間新興揚北東の角

旬の時期㊧通年

江戸時代から福岡・佐賀県の漁場は領海侵犯紛

争が絶えず、漁が妨害されたり、ある時は叩かれた

末に漁具を没収されるなどの事件が起きていまし

た。この間題を解決するため、明治40年に農商務省

の技師が斡旋し境界が定められ、その標しとして碑

が立てられました。この碑には長い間の紛争の歴史

が次のように刻まれています。

「有明海における佐賀・福岡両県の漁場は古来よ

り一定の境界が無く両県の漁民はお互いに自説を主

張し、紛争が常に絶えないので、関係の官民はしば

しば協定を結ぼうとしだがうまくいかなかった。明治

三十五年漁業法が公布され同省はこれにより境界を
一定に定める必要性を認め技師の熊木治平を派遣

して境界の画定にあたらせた。明治四十年十一月十

金言＼ 饗 � � 
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九日、筑後II旧ノ中央即佐賀県佐賀郡大詫間村字

元治撥の南東の角五番荒子の元と福岡県三瀦郡久

間田村大字七ッ家字永松の南西角永松荒子の元と

の中心を起点と定め、その基点より長崎県温泉嶽の

頂上一等三角点を見通す直線を両県専用漁場の境

界線とし、またその基点より熊本県三角嶽頂上三角

点見通シ線より以西、及びその基点より佐賀県竹崎

島ノ東端見通シ線以東を、無償大漁場とすることに

協定した。これにより長い間両県の間に捕まりたる

漁場の葛藤がはじめて解決に至った。その顛末を記

して後世に詮く。明治四十二年四月二十日建之」
（抜粋）

⑥犬川花火大会
所在地／筑後川総合運動公園（大川市大野島）

旬の時期㊧毎年8月10日頃（雨天の場合、翌日）

筑後川の下流域の夜空を彩る夏の風物詩。下流

域では最も大きな花火大会で半世紀以上の歴史

があり、平成20年度で53回を数える。初盆供養

や企業PRなどで協賛を募っており、大川市民に

は、協賛者や花火の打上順番、花火の種類（名前）

などが書かれたチラシが配られる。「昇曲付八重

芯変化菊」など難しい花火の名前が妙に懐かし

く、漢字の勉強になったなあなどと思う。

時間は、午後8時から約1時間。打上敷は約6，

000発。仕掛花火も見応えがある。幼い頃見た、

お銚子から盃に注がれるお酒、ボートレースの仕

掛花火は今でも脳裏に焼き付いている。会場は、

高い建物がないため、対岸の堤防や河川敷、川

面に浮かぶ遊覧船などどの角度からも楽しめる。

いち押しのお勧めは、NPO法人筑後川流域連携

倶楽部（筑後川まるごとリバーパーク）主催の遊覧

船から見る花火。屋形船風で何と定員52名！

名物船頭さん、打上のすぐそばから見る迫力、

川面に映る花火、他の見物船の灯りなど、夏の暑

さもストレスも吹き飛ばしてくれる。他にも公園の

芝生の上に寝転がって見られるのが最高という人

もいる。ぜひ、「ここが最高！」という自分だけの

ビューポイントを探して欲しい。

大Iii花火大会



⑥如庵陶房（じょあんとうぼう）

稲佐山神社の登り口の肥前鳥居を正面に見て、

乗用車のハンド）レを左に回し、坂道をのぼります。

最初のカーブの手前の紅葉の並木に沿った小道に

入ると、如庵陶房があります。こじんまりした展示

場の古風な建物と杉苔の庭に真っ赤な紅葉の木

立に足が止まります。ここで作陶するのは橋本祭

由さん。作品は、粕薬を使わない焼き締めの技法。

わかりやすく言えば、備前焼きのような土色のざら

ざらした肌が特徴です。有田・伊万里の磁器、唐津

や黒牟田・武雄の陶器に

ない味わいがあります。有

明海の粘土と武雄地区の

土を混ぜてつくるそうで

す。自然光の中で作品を

見てもらいたいと、毎年、

春と秋の年二回、陶房の

真上にある稲佐神社と福

所在地／白石町稲佐山神社の近傍

旬の時期㊧秋の頃。

同市の神社で作陶展を開いています。

かつて、稲佐神社は杵島山の仏教文化の中心

でした。稲佐神社の境内の大木の銀杏と巨木の

紅葉が色づく季節に、稲佐神社を訪れることをお

勧めします。神社の石段を彩る黄色のイチョウや

境内の端で神社の主のように大きく枝を広げる真

紅のモミジは圧巻です。そして、神社客殿にならぶ

如庵陶房の壷、花器、皿などを目にする楽しさは、

至福のひと時となります。

稲佐神社の境内での展示

⑥践駿蕗城
●；所在地／佐賀県杵島郡白石町堤3783

；国道3鐸大町町下潟交素点よ。県道14号を南鞠3Km、裏山柵横よ引山道入る、標識鋤。

：旬の時期㊤春の頃

白石町西側に位置する杵島山は、古来より常陸

の筑波山、摂津の歌壇山とならび、「日本三大歌壇」

に数えられている。「歌壇」とは古代、近隣の村里の

男女が春と秋に神々が住まう山に集まり、歌を詠み

合い、踊って求婚した行事であり、奈良時代の「肥

前風土記」にも、「あらふれる杵島が岳をさかしみ
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と革とりかねて妹が手をとる」（杵島山が、とても

険しいので、革をつかんでいた手が滑って貴女の

手を握ってしまった）との短歌が載っている。杵島

山は標高342メートル、山頂に建てられた城の形を摸し

た展望所の「肥前犬山城」からは、肥沃な白石平野

から続く佐賀平野、有明海、熊本・福岡両県にまた

がる大パノラマが眺望でき、秋の金色の稲穂の波

と青い有明海のコントラストが最高である。

中腹一帯は「歌壇公園」として整備され、春には

サクラや7万本のツツジが咲き乱れる花の名所と

しても有名で、シーズンには多数の花見客が訪れ

る。歌壇公園内には、白石町主催で2000年から始

まった「三十一文字（みそひともじ）コンテスト」に全

国から応募された短歌の歴代優秀作品の碑や万

葉植物園があり、全国から短歌フアンが訪れる。ま

た全長68mのローラー滑り台・革スキー場等もあり

家族連れで賑わっている。



所在地／佐賀市城内1－15－23
佐賀県立博物館3階大展示室の惰明と玄界」コーナー。

；旬の時期㊧いつでも。月曜日は原則休館。⑥佐賀県立博物館；

「佐賀平野と有明海の間に海岸線はありません。

塩水があるかないかの違いだけで、同じ有明粘土

層なのです。有明海は佐賀平野の延長です」。佐賀

県立博物館の学芸員、藤田務さんは数々の有明海

の漁具を前にそう話を切り出した。

「例えば、このイタグワ。干潟を掘って貝を採るも

のですが、柄と刃の角度が鋭角なのが特徴です。

佐賀平野で使われるクワと同じものです。粘土層

を掘り起こすのにいい角度になっています」。さら

に藤田さんはウザという竹で編んだ漁具を手にし

た。「水深の浅いところで魚を取る道具ですが、逆

さにすると、ほら、コメジョウゴです」。なるほど。古

くから佐賀平野と有明海に暮らす人々は半農半漁

というか、農業と漁業の区別もなかったのかも知

れない。

同館は有明海の漁具200点以上を所蔵してお

り、すべて国指定の重要有形民俗文化財。そのう

ち100点余りを展示しているという。おなじみの

オシイタ（ガタスキー）をはじめ、ムツつり、ワラス

ボかき、ウナギかき、ウミタケねじ、などという干潟

漁に特有のものばかりだ。それらを見ていると、自

然の中の人間の風景、生業が浮かんでくる。

⑥縫ノ池（金妙水）雷詣謀議水堂さんの麓近く

40年ぶりに復活した縫ノ池の湧き水は、白石町

民だけでなく、県内外の多くの人たちに愛飲され

ています。その水質は、旧厚生省の「おいしい水」

の基準にマッチし、水の愛好者、茶やコーヒー通の

人たちは絶賛されています。杵島山からの地下水

なので、高倉天皇の病気を治したという水堂さん

の神水と同じかも知れません。

縫ノ池に湧き水が復活した理由は、水道用水と

して汲み揚げていた地下水を取りやめたからです。

これからは、白石平野の地盤沈下が減少すると考

えられます。公共事業は不要だとの風評があります

が、佐賀導水事業による水道用水の確保が自然の

再生に寄与したのです。以来、地域の人々は、池の

清掃、茶会、小学生のスケッチ大会、生き物に感謝

するフナを放流する放生会などに晴熱を傾けていま

す。また、縫ノ池の湧き水と地元産の白石米を使っ

て焼酎を造りました。まろやかな美味しい酒です。

この地下水は、嬉野市の轟の滝とつながっている

との伝説があります。それを緑に、平成19年から

嬉野市と白石町は、地域づくり交流をすることに

なりました。白石町のおいしい農産物を嬉野の旅

館やホテルが特約し、嬉野の温泉に浸りながら交

流するようになればと思っています。
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⑥肥前浜宿書誌議
：所在地／鹿島市浜町八宿、中町一帯「酒蔵通り」

＼菟＿＿翳饗 一，∴三÷∴ ��∴∴ ����発露 

∴∴∴　∴∴一 ���� 
一∴諒：∴言∴　　÷言． 、ノ二 

開聞蘭＿∴（．・，、 ��∴∴．∴∴∴∴∴　∴∴ ��緩 

遥 � � �諮 � 
∴∴一一一∴∴ 　”‾二言、 ご／／｝ ���� 

浜liiとかつての継場

肥前浜宿は、城下町に町人がすむ町方とは違っ

た、百姓がすむ在方町として、酒や醤油の醸造業

や食品加工業によって栄え、江戸時代から浜子軒

と呼ばれた町でした。これは、多良山系の豊かな

水が集まる浜川河口部であり、有明海の漁港とし

て、さらには長崎街道多良往環（多良海道）の宿場

という、農林水産業を基礎に陸上・水上交通の要

所とがかさなったことによるものでした。

江戸時代、浜川沿いの家並みを見下ろす臥竜城

跡に立ち、佐賀藩の漢学者革場侃川が詠んだ碑文

には、「春風花清市（春風が桃の香を町に満たして

いる）揺曳酒家旗（新酒ができた酒蔵の旗がゆれ

ひいている）獲魚帰舟急（魚をとった舟が急いで

帰ってきている）江口湖上

へと上ってきている）」と、桃の

新酒のできる頃、大漁で上げi

いあげ、往時の賑わいを感じ

浜町内の水路

明治まで栄えた浜宿も、高度経済成長期以後、

すっかりさびれてしまいましたが、町中をめぐる水

路の清流と朽ち果てつつも残る酒蔵や草葺き屋根

の建物を活かし、往時の賑わいの再生を願う「肥

前浜宿水とまちなみの会」を中心に、かつての継場

（旅客の荷を転送する問屋）を案内所としてよみが

えらせ、平成18年に文化庁の「重要伝統的建造物

群保存地区」に選定されました。

1月19日早朝の「ふな市」、3月下旬の「花と酒まつ

り」、酒蔵を改造したそば屋さん「西の蔵」、酒蔵での

「コンサート・美術館」、復元された草葺き屋根の「栗田

家住宅」など四季を通じて、一帯の散策を楽しめます。

寺（有明海の潮が浜川 の香あふれる春爛漫、 潮と重なる喜びをうた させてくれます。 ������ �一：∴ �／－／認結 ：「∴∴∴∴：∴∴ �I IL＿義塾醗判 ���� 

駄 �� �「∴∴∴ii－∴ 上帝－ 

F詞髄藩閥薮濠賽濃霧藷。顎葉 
：情緒纏犠叢響誇 ������� 
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所在地／武雄市武雄町武雄43223

旬の時期㊧御船が丘梅林の梅の確や実の頃

六角川を遡る藩筋（みおすじ）の一つが、武雄川に

分かれ御船山にたどり着く、頂上には「住吉宮」と海

の神様が祭られている。その麓に「如蘭塾」が静かに

件み、その迎賓館には薄儀の弟・溝傑の書が掲げら

れている。

アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトと旧帝国ホ

テルや羽仁もと子の自由学園女学校を設計した山形

出身の遠藤新は、その後旧満州に渡り鹿島出身の実

業家・野中忠太に出会う。羽仁もと子の「自由」の教

育理念に共感していた遠藤は、善隣友好・文化交流

拠点として、日満女塾の建設を野中に進言したので

はないか。

平成3年東京から一本の電話があり、武雄に中国と

関係のある建物がないか聞いてきた。直ぐに如蘭塾を

紹介したが、遠藤新生誕100年記念調査の関係者は

「日満女塾」の調査に旧満州を訪ねたのである。そこ

で警察関係者から遠藤はよく武雄を訪ねていたこと

を聞き、先の問合せになったのである。遠藤を疑った

特高が武雄まで尾行、旅館の仲居さんから建築の仕

事を教えられた。御船山の丘陵地39万6千田を買収し

た野中と遠藤の夢は、大きく広がり始め、昭和18年1

期生29人・2期生22人を迎えることになる。

⑥灘潜ちゃんと；

有明海の港筋（みおすじ）を辿れば武雄に行き

着くが、その干潮域までが有明海である、という風

に私は思っている。そう思えば武雄も有明海に面

していることになり、母なる海に対する思い入れが

大きく膨らんでくる。

テレビ「がばいばあちゃん」の撮影セットは、武

雄市朝日町の淀姫神社の横に今でも残されている

が、その境内から横の川をみると小さな堰が設け

られている。この堰で周りの山の水を受け止め、小

分けして濫漑用水に利用し、そしてその堰の位置

は、有明海の潮の遡上限界で決められたのであろ

う。武雄の山は浅く、その少ない水を分けるのだ

から当然水争いも起きたのだろうが、だからこそこ

の位置に水を仕切る神様・淀姫様をお祭りしたの

である。

かばいばあちゃんのシーンには、水と共にある

昔の暮らしが懐かしく映し出されている。日本人は

所在地／武雄市朝日町大字中野7315

旬の時期㊥審・夏

豊かな自然と向き合い、共生することで暮らしを

造型してきた。ナチュラルなライフラインである山

や川や海や光や風を観て、地形を読みまちづくり

を進めたに違いない。そのような知恵（地恵）を改

めて学習し、本当の豊かさを求めてみたいもので

ある。

淀姫神社とかばいばあちゃんのセット


