
⑥干潟よか公園；謀議蓋東与賀町大字下古賀1193

この公園は、佐賀県で行われた豊かな海大会の

時に整備された広い公園です。

四季を通じて楽しむことができ、春には200本の

桜、夏はじゃぶじゃぶ池で子ども達は遊ぶことがで

き、秋はシテメシソウを見ることができます。冬の干

潟には多くの野鳥が飛んできます。

8万8千平方メートルの広大な公園には新しい遊

具があり、有明海に臨む自然の中でのびのびと子ど

も達を遊ばせることができます。

この中には「紅楽庵」という建物があり

ます。屋根には麦藁や葦などが使われ江

戸時代後期に佐賀平野での建築様式であ

る「じょうご谷造り」になっています。庵の

中には昔の農機具が展示され、一休みする

こともできます。

有明海を臨む長い堤防は「自然の中の

美術館」になっています。1991年から全国

公募で選ばれた人達にアダ））レ樹脂板に絵を描い

てもらい、それをこの堤防に飾っています。現在345

点の絵があります。雄大な自然に負けない作品で

す。

堤防には干潟を見渡せる展望台があります。ここ

には昭和天皇の昭和62年に行幸を記念して記念

碑と御製碑が建っています。昭和天皇最後の歌会

での「面白し沖へはるかに汐ひきて烏も蟹も見ゆ

る有明の海」はこの行幸のときを歌ったものです。

⑥よし刈、葦焼き
所在地／／／久留米市城島町筑後川河川敷（六五郎橋下）

旬の時期e早春2月

日本列島が山と海であった縄文時代から、寒冷

化の進行や河川の土砂堆積による平野が形成され

ていった。弥生時代以降、有明海沿岸域は、豊葦原

瑞穂国にふさわしく稲と葦とが共存する水辺の風

景が続いていました。陸域と水域の移行部分に自

生する葦は、有明海沿岸域では、特に潮の満ち引き

が大きいことから、広大な葦原が見られたことと思

われます。先人たちは、その豊かな葦原に分け入

り、稲作ができる水田を拓いていったのではないで

しょうか。

アシ（葦・芦）は「悪し」、ヨシは「善し」と同音であ

ることから、アシを刈り（芦刈）とって、人に善しとな

るよう、新芽は食料に、花・茎・根茎・芽・葉は生薬

に、そして茎は葦葺き屋根、日よげの授賞、漁具、楽

器（笛）、文具（ペン・紙）燃料、肥料など古くから

様々に利用されてきました。

西洋に従った近代化・工業化や戦前戦後の米増

産など社会経済情勢の大きな変化とともに、これ

までの見事な循環利用は、化石文明のもと、生産・

生活両面の価値を失い、葦は悪しき雑草として追

いやられてしまったようです。人々が一時的に葦の

価値を失ったとしても、葦原は豊かな魚類・鳥類の

すみかであり、水を浄化し、洪水をやわらげるな

ど環境保全に多大な役割を担っています。

早春の筑後川べりで、葦を刈り、火入れし、燃え

上がる炎に、汗ばむ顔を心地よく紅潮させ、唱歌早

春賦の「氷解け去り、葦は角ぐむ…」を口ずさみ、

人と自然の営為を重ねつなげる幸せを体感してみ

ましょう。



谷筋の道を下る
参加者

⑥のんのウオーク

所在地／鹿島市七滴　道の駅七滴

旬の時期e秋11月第1日曜日

ツワブキの花が道端を黄色くいろどり、多良山系

満山にみのる蜜柑が収穫期を迎えるころ、道の駅七

滴をスタート・ゴールにした「ななうらの里オレンジ

ロードのんびりウオーク」が開催されます。スタートす

る10時頃は、有明海は引き潮で干潟を見せていた海

岸が、ゴールする4時間後には満ち始め、上げ潮に

のってくる小魚やエビなどを、「棚じぶ」というやぐら

を組んだ小屋から四つ手網を綱で引き、すくう体験

もできるようになり、子どもから老人まで幅広く楽し

めるウオーキングです。

多良山系特有の谷筋を登って下るコースの距離は約

12キロ、最初のチェックポイントでは、ゆで卵で一休み

し、上りの山中にある空き家を利用した昼食会場には、

サツマイモはり体験とサトイモ汁が用意されています。

後半は、蜜柑園の中、有明海を見下ろしながらの下

りです。谷筋をつなぐ大型農道の橋を渡った蜜柑園

では、蜜柑狩の体験も用意されて、受付の時買った

大小のポ）袋に、はさみで摘んだ蜜柑を袋一杯詰め

込めます。

チェックポイントでスタンプを押してもらい、完歩し

た人たちにはゴール後に、あただかい味噌汁がふる

まわれ、車でない私は、缶ビールでぐびりと一息つき

ます。そして、主催者の七滴商工振興会が用意した

新鮮な農水産物やすてきな商品が当たる大抽選会

で参加費ワンコイン以上の大満足をし、来年もまた来

よう！とのおもいを残して、のんびりウオークは幕を閉

じます。

⑥観光船；
所窪地／白石町福富漁協遊漁船会

旬の時期e4月－9月末頃

有明海に夕陽が沈む、干潟を染めた長いオレン

ジの帯が少しづつ短くなっていく。あっと云う間に

無くなり、一瞬暗くなったと思った瞬間、空一面が

赤く染まる。雲も山も、そして有明海の干潟も。言

葉に尽くせない美しい光景が堪能できる。

10人程度の乗客を乗せ、観光船の船長さんの

鼻歌を聴きながら船は、住之江港から六角川の河

口を抜けて有明海へと出る。船内には、有明海の

珍味が並ぶ、ムツゴロウ・シャツパ・クチソコ・メカ

ジヤなどなど。そして、何やら香ばしい臭いがして

きた。見ると天然ウナギを焼いている。

船長さんの計らいで前日有明海で獲ったものだ

そうだ。口に入れるとフンワリとした身と皮のゼラ

チンのところが混ざりあって、忘れかけていたウナ

ギ本来の味を楽しむ。佐賀の酒も味わって会話は

弾み、時間を忘れかける、有明海でしか味わえない

至福の一時だ。

特に夏場は良い。夕暮れともなると通り抜ける

爽やかな有明の風が蒸し暑い街中の事を忘れさ

せてくれる。運が良ければ沿岸域で行われている

花火大会と出会う時もある。

船は、沖の島を周り帰路についた。酒は、美味し

さを増し船上での宴は、まだまだ続く。

観光船は4月～9月未頃まで。
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⑥川レンコン掘り；器篇謹
：所在地／千代田町高志地区のクリーク

千代田町高志地区のダ）－クから大きな笑いと

歓声が上がる。覗いてみると自生しているレンコン

を採ろうと福岡から来た人達が苦戦している。何か

こっけいに見えて応援の人達の歓声が澄み切った

初冬の空に響き渡っている。千代田町が開いたレン

コンフェスタのひとコマです。

lIIレンコン掘りは、水田で栽培したものでなくク

リークに自生しているレンコンを採るもので、この地

区ではお正月用の煮物の材料として採っていまし

た。栽培ものと違って川レンコンを切ると長く糸を

引き、粘りけがあり、それが美味しさを増して山芋

で例えると自然薯ようだと言う人も居ます。

レンコン掘りは準備から大変です。前日からク

リークの両側を封印し、溜まっている水をポンプで
一晩掛けて抜きます。そして、胴長を着てダ）－ク

に入るのですが長年溜まった泥海が膝当たりまで

来て、身動きが出来なくなります。その上、冷たい泥

津が手を痺れさせます。しかし、我慢して手を入れ

40センチほど下にある粘土質の層を目指します。

そこにレンコンが根を張っています。これを採るの

です。

笑いと歓声のレンコンフェスタ、市町村合併で途

絶えたがもう一度復活させたいものです

liルンコン掘り

⑥沖ノ島参り
所在地／小城市芦刈町住ノ江港

旬の時期e旧暦6月19日

ドンコ、ドンコ、ドンコ、ドンコ……真夏の夜、響き渡

る太鼓のリズムと鉦、笛の音が港一帯を包み込む。体が

ひとりでに動きだすような軽快なテンポ。闇の中、職や提

灯で飾り付けをした船上で繰り広げられる幻想的な太

鼓浮立は、見る者を次第に興奮の渦に巻き込んでいく。

旧暦6月19日、芦刈や福富、鹿島など有明海沿岸各地

の港から無数の漁船が沖に向け繰り出す。目指すは有
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沖の島参り

明海上、鹿島沖約5キロにある岩礁、沖の島。雄鳥と雌

島から成る沖ノ島には、灯台のほか沖ノ島大明神の洞が

ある。はるか昔干ばつの際、雨が降ることを願い「人身

御供」として海に身を投じた「お島さん」という娘を祭っ

たものとされる。年に一度、人々は潮が引くと姿を現すお

島さん像に祈りを捧げようと、港で浮立を奉納しながら

干潮の時を待ち、やがて一斉に船を島へ向けるのだ。

神事には、漁民たちの大漁と安全祈願、沿岸農民の

五穀豊穣への思いが込められている。有明海とともに暮

らす人々の、自然に対する畏敬と日々の幸せへの願いが

凝縮した祭り。興味深いのは、それを彩る浮立の調子が

天草ハイヤや小原節、さらには佐渡おけさ、阿波おどり

など日本の港伝いに南から伝播していったとされるリズ

ムと同じだということだ。ハイヤの語源は南風＝ハエとい

う。南方の黒潮漁労生活圏に連なる文化DNAが、有明

海の最奥部に生き残る。有明海文化のルーツを考える

手掛かりが、沖ノ島参りに透けて見える。



⑥干潟体験；器篇詰月
；所在地／〒849－1323　鹿島市大字音成甲干潟体験公園

有明海は、国内の干潟面積の40％をもつ海で

す。そこで毎年開催されるのが「鹿島ガタリンピッ

ク」。このガタリンピックを修学旅行で体験したい

と言う声に応えて、平成6年、東京都立蔵前工業高

校を初めて迎えいれました。その後、ミニガタコース

として、潟スキー競争・沸上綱引き・潟フライを中

心に、4月から10月の間修学旅行生の受け入れを

しています。干潟体験だけでなく、干潟環境教室

も実施されていて、有明海の生物や伝統漁撥の学

習もすることができます。干潟体験には修学旅行

や家族連れなど年間15，000人程度の人が参加しま

したが、最近は、環境教室とセットでという要望が

増えてきています。

来場者は、都市圏からが多く、自然体験が人気

を呼んでいます。干潟に入るとみな泥だらけ、ある

学校では、全身泥まみれの集合写真を卒業アルバ

ムに載せたものの、誰が誰なのか分からなかった

と言う思い出話もあるそうです。「子供達が干潟

に興奮しすぎて、マイクを使っても声が通らず、司

会進行で声が顕れた事もあります。」と、干潟体

験チーフの中村安弘さん。「けれど、子供達が笑

顔で遊んでいる姿は最高です。もっともっと、自

然と触れ合ってもらいたい。」と笑顔で話してくれ

ました。

⑨うみたけ飯詰器蒜諾諾
所在地／有明海沿岸域（大詫間地区）

西目書

画国書

⑩

「竹の子が多く立つとウミタケが立だん」と有明

海を見ながら白髪の初老が、大量に獲れていだ若

い頃の漁を懐かしみながら語ってくれた。ウミタケ

は、二枚貝の一種で貝殻から飛び出した黒っほい

水管を食べます。異常に長い水管は象の鼻によく

似ているのも特徴で漁はのり養殖の作業が終わっ

た5月頃から始まります。

ウミタケ漁は、原始的な漁で長さ約10メートル

ほどのねじ棒を海底に入れ漁師の長年の感とわ

ずかな感触を頼りにウミタケの水管を引っかけるよ

うにして獲っていきます。料理法は簡単で、水管を

開き天日干しにしたものをイカのように焼いて食べ

る方法や酒粕に漬けたもの等が好まれています。

しかし、珍しいものがあります。有明の隠れた味

「ウミタケ飯」で有明海沿岸域でも作る人が少なく

なりました。

ウミタケ飯は、ウミタケの水管にお米を軽く詰

め、つま楊枝で口をふさぎ、これにしょう油と酒で

味を調えた鍋に入れ数十分煮込みます。出来上が

りは黒くて少しグロテスクに見えますが味は、意外

に上品で美味しく漁師のおやつとして食べられて

来たそうです。賞味できるのは5月一7月と短期間

です。



⑥モクサイ
所在地／川副町犬非道1672　のり道楽

旬の時期e旧暦6月19日

「出た！化け物だ！」と居酒屋で東京の友人に初

めてワラスボを見せたときの第一声です。確かにワ

ラスボは映画「エイリアン」のモデルになったとも云

われ、全身が青灰色や赤紫色に見えグロテスクな

風貌をしています。でも、このエイリアン、刺身や煮

付けなど珍味として愛されています。ただ泥臭さ

があることから内臓を取り除き干物にして焼いて食

べるのがもっともポピュラーな方法で、酒の肴とし

て親しまれていますが、モクサイにして食べる方法

があります。モクサイは、干物と同じように内臓を

取った後、鍋に入れ時間をかけて炊き込み、骨まで

ポロポロの状態にしてから天日干しに

します。乾いた段階で身をすり潰した

ものがモクサイです。お灸の時に使う

藻草に似たところからモクサイと呼ぶ

ようになったとの説もありますが、はっ

きりしたことは分かりません。

以前は、妊婦や子ども達のカルシウムの供給源

でした。モクサイにしょう油をたらし、熱いご飯の上

にのせて食べれば有明海の風味そのものです。食

も進みもう一杯と言いたくなります。
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⑥有明海鮮しゅうまい；

有明海の、海の幸を食べる。

有明海で獲れた「ナルトビェイ」の高級ヒレ肉が

入った「有明海鮮しゅうまい」。素材にこだわり、佐

賀の白石産玉ねぎも入っています。一つひとつ、心

を込めた手作りしゅうまいです。一粒が大きく、ほ

んのりと甘さが口の中に広がります。
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有明海鮮なるとびしゆうまい

所在地／佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲6036

オフィスタカハシ

旬の時期●通年

ナルトビエイは脂肪分が少なく、コラーゲン・タ

ウリンが多く含まれているといわれており、現在大

学で研究中です。研究結果を元に商品を開発し、ひ

とつでも多くの商品を皆様にお届けしだいと思って

います。年々増え続けているナルトビェィ、地球温

暖化が原因のひとつともいわれてます。単にナルト

ビェイを駆除するだけでは何も変わりません。

宝の海を取り戻すため、少しでも何かできること

を実行し続けたいと思って、商品を開発を続けて

います。（海鮮しゅうまいの発売元オフィス高橋社長談）

音漢
書



⑥海苔そうめん；器黛佐賀醐大字東山田3746‾1
ヨシモト（株）

岡田書
画国書

日本一を誇る佐賀県の「有明海海苔」と400年

の歴史と伝統に培われた「神埼麺技術」を融合さ

せた、新しい佐賀の名産海苔麺「佐嘉の統」です。

現代人の最大の敵と言われるストレス。医学的

にも食物での無機質成分の摂取不足とストレスの

因果関係は無視できないといわれています。海苔

には魚や野菜果物では摂れない無機質成分が豊

富に含まれています。

そこで登場したのがこの海苔麺「佐嘉の締」。栄養

豊富な食品です。ただ今特許出願中。「佐嘉の練」

海苔麺は3種類。太麺・細麺・そば麺それぞれに個

性があり太麺は、うどん・やきそば・ちゃんぽん・ス

パゲッティ風、冷麺風でもOK。細麺はそうめん感

覚で、サラダ仕立て、にゅうめん風でも。おいしい

そば麺は、冷しても温めてもOK。各自自分のお好

みで食してください。

ここで一言！麺を湯がいたときのゆで汁は絶

対に捨てないでください。このゆで汁も栄養豊

富です。
佐嘉の総轄醒認誤聞

⑥須古すし；
所在地／しろいし特産物薗売所　白石驚察著前

句の時期e四季を通じた有明海の魚介類や農産物を利用

「日本の三大歌壇山」の一つに数えられる杵島

山の麓の白石町須古地域でつくられる「須古ず

し」は美味です。今から、約500年前、白石の領民

は、親しみと尊敬を込めて領主に献上したのが、

須古ずしのはじまりだといわれています。祭りや祝

いの行事には、「箱ずし（押しずし）」をつくり、客

に振る舞います。連綿と伝わる須古地区の郷土料

理です。精米したコメを使います。うるち米ともち

米を混ぜてつくるのでもちもちした食感になりま

す。昆布で炊いた飯に酢、塩、砂糖を混ぜて、すし

メシをつくり、有明海のムツゴロウ、しいたけ、ごぼ

う、卵、奈良漬、紅しょうが、ミツバなどを載せま

す。赤、黄、緑の食材の美しきと素朴で淡白な味

は、誰からも愛されています。

須古ずしを入手するには、白石警察署前の「しろい

し特産物直売所」に予約が必要です。ここを含め

て白石須古ずし振興協同組合に加入している5店

⑳

舗以外では手に入れることはできません。

満開のつつじの季節に杵島山にのぼり、紅白の花

びらの絨毯を目の前に、白石平野と有明海を一望

しながらの須古ずしの味は格別です。
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⑥さのや
所在地／佐賀市本庄町本庄（南部バイパス沿い）

旬の時期㊤一年中

国道208号、佐賀市民が南部バイパスと呼ぶ道

を西に走り佐賀大学の南入口を示す歩道橋を過

ぎて200mくらいのところにトンカツ「きのや」があ

る。どこにでもある店構えのトンカツ屋さんなのだ

が、ここのトンカツの味は誰もが納得すること請け

合い。「私は油に弱くて、他の店では揚げ物が食べ

られないけど、この店のトンカツだけは食べられ

る」というリピーターがおられる。油の種類、揚げ

方に秘訣があるに違いない。

何を食べても納得の味なのだが、なんと言って

もお勧めは「ヒレカツ定食」。「ちょっと厚すぎな

い？」と思えるほどの威張ったヒレカツが洒落た

鉄網に乗って出てくる。ソースをつけて口に入れる

と、衣についた上品な油の香りと程よい肉汁が口

の中に拡がって大満足。大食漢でない限り普通サ

イズで十分に満足できるので、ワラジ大の特製ヒ

レカツを頼む必要はない。「ご飯と味噌汁とキャベ

ツはおかわり自由です」のサービスは、高校生、大

学生にはこたえられないでしょうね。彼らだったら

ヒレカツより脂身の多いロースカツを注文するの

だろうか。年をとってからでも十分に楽しめます

が、若い時に出会いたかった一品です。

⑥夢恵びす；器窯業
：所在地／佐賀市呉服元町3－1－1F

佐賀市中心街の複合ビル「エスプラツツ」商人

口前の通りから、南に延びる細い街路のビル一階

に、有明海ぐるりんネットの面々が月例会の後にた

むろする居酒屋「夢恵びす」がある。

この店の売りは、家庭的な料理と大分県出身の

美人ママの笑顔。魚の煮付けと野菜サラダといなり

寿司を食べながらママの笑顔と向き合っている

と、世の男性は間違いなく「自分だけが相手をし

てもらっている」と勘違いする。客の多くが座敷を

敬遠してカウンター席に座りだがるのは、ママの笑

顔が最高のごちそうだからに違いない。

菜っ葉の煮物、鰯の煮付け、鯵の南蛮漬け

等々、この店で出される料理はどれもお馴染みな

ものが多く、間違いなくお袋の味系統なのだが

「あ、こんな味付けもありか」と妙に納得させられ

る。店のメニューにはないカレーライスにありつけ

るようになったら、相当通い詰めた証拠。もうこの
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店の魅力からは逃れられない。

単身赴任のサラリーマン、会社の役員、そして

有明海ぐるりんネットの面々は、今夜もお袋の味と

ママの笑顔を目当てに「夢恵びす」に出かけること

になる。
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⑥詣躇道；

冨

所在地／鹿島市七滴音成

句の時期el1月～3月

http：〟www，ricnanaura．com

11月になると、鹿島市から太良町までの国道207

号沿線には、赤や青の職が立ち、20kmの道に大小

合わせて21軒もの「カキ焼き屋」が並びます。通称

「カキ焼き街道」。ここ数年はカキだけでなく、サザ

エ・ヒオウギ貝・カニなど、メニューも豊富になって

きました。

カキ焼き街道の仕掛け人でもある、RIC七滴の

オーナー小橋政勝さんは、1995年から本格的にカ

キ焼きを始めました。小橋さんはカキを入れている

水槽に、毎日有明海の海水を引き入れ、比重計で

海水と比重が同じか確認し、カキ本来の味が楽し

めるように努力しています。

カキは、海のミルクとも呼ばれ、栄養満点で美肌

効果も抜辞です。カキは一籠1000円（1．6kg入）身

は大きくプリプリしていて、口の中でほのかな塩味

と濃厚なうまみが広がります。カニはホイルに包ん

で焼くと、うまみがギュっと凝縮されます。甲羅を

杯にしての甲羅酒も最高です。なんといってもシメ

はカニ汁。器からはみでる程のカニの足。カニから

濃厚な汁が出て絶品です。また、RICで買ったお

酒の持ち込みはOKというのも、毎年来るというリ

ピーターが多い秘訣かもしれません。

∴∴∴∴ � �� � � ∴∴∴∴∴　　　　：十∴：∴∵∴ ���� 

∴∴∴∴∴ ‾羅繋繋－ふ葵三宅霊 �∴㌦、 �∴ 

∴∴∴：一言 ��� � 

ー　一　　　個嘆捜扉＝饗－ ��� 

三三∴圏∵一二回藁 ���覇墾聖二≡ �＝＝播∴ 

⑥「あ・うん」旬菜台所

天山酒屋から北にエスプラッツに抜ける道路の

中間あたりの西側飲食店ビルに隠れ家風にひっそ

りと「あ・うん」はある。こじんまりとした造りで、カ

ウンター席が7席、たたきにはテーブルが2つおけ

るくらい。ドアを開けて店に入るとカウンターの中

には何ともいえない典子ママの笑顔。この笑顔と

おいしい手料理につられて、ついつい通ってしま

う。「あ・うん」はそんな店である。

何よりお勧めはママが、有明海の魚介類に造詣

が深いこと。「有明海のもんば出すとお客さんの中

には懐かしくて昔話に花が咲く人がおらすとよ。ア

ゲマキとかシャツパとかクチゾコとか昔はいっぱ

い取れよったばってんね。今はアゲマキは全然なか

し、クチゾコとかはさ、私が小さい時はダシに使う

ごといっぱい取れよったとにね。」有明海に直接行

くことは少ないが、魚屋さんに並ぶ魚介類を見て

有明海の異変を感じているという。

⑫

所在地／佐賀市中央本町2－1フクコービル1階

句の時期e一年中

味、器、盛りつけ等さまざまにこだわりがあるマ

マの手で作られる料理はどれも絶品！娘さんが北

海道に嫁いで行ったので、時折、北海道の味覚が

味わえるのも楽しみのひとつ。

店内は、「典子ママ時計」でゆっくりした時が流

れている。だから料理の催促は禁物。

のんびりと飲みたいときにお薦めの店。

「あ・うん」旬菜台所



⑥竹本農園
所在地／鹿島市大字飯田乙2641－1

旬の時期e一年中

みかん農家の三代目として就農した竹本利雅さ

ん。2002年から養鶏にも取り組み、にわとりにスト

レスが溜まらないようにした鶏舎や独自の飼料で

健康に育った鶏が、黄身をつまむことができる卵

を産んでいます。

現在ヨーロッパ系種のポリスブラウンの鶏約

2000羽を飼育し、一日800個の卵を県内外に出荷

しています。竹本さんは「人間はストレスが溜まる

と病気になります。鶏も同じと思い、どうしたら健

康な鶏が育つか考えました。」

その結果たどり着いたのは、放し飼いにすると

いうことでした。鶏は三棟の運動場つきの広い鶏

舎で、朝から晩まで飛んだり跳ねたりと自由に動

き回っています。飼料にもこだわり、トウモロコシ

やカキ殻など13、4種類の材料を配合して栄養の

バランスを重視しています。卵の価格はLサイズ50

円以上と高めだが、消費者には「新鮮でおいしい」

と大評判。「健康な鶏が産んだ卵はおいしいし安

全」と竹本さん。また「収穫体験農園」を行い、消

費者に生産者の顔が見える農業を紹介している。

春には山菜摘みが行われる。弁当持参で遊びに

いけば、自然を楽しめます。農園から見える有明

海の大パノラマは最高です。

⑥芝エビ車エビア 豊餞の海、有明海の食を語るのにエビ3 

かせない。 

まず、芝エビ地方名はマエビ、シラエビと 

られ有明海で最も多く獲れる。年間の漁獲圭 

Ot以上にもなる。5月下旬から9月上旬にノ 

内で産卵し翌年9月までにメス12cm、オ： 

cmに達し、寿命はほほ1年と考えられる。， 

はいろいろあるが塩、コショウ、またはチリン 

炒めた物やかき揚げなどは絶品で人気が舌 

きたエビには、ほのかな甘みがある。 

次はクルマエビ。料理法は生き造り、てム 

塩焼きなどがなじみ深い。佐賀県有明海水 
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所在地／有明海沿岸の道の駅や直売所

旬の時期e5月下旬から9月上旬

センターによると、10年前は40tから50tの漁

獲量があったが最近は4tから6tに落ち込んでい

るらしい。クルマエビは需要が多く、単価も高いこ

とから栽培漁業対象種にふさわしく、佐賀・福岡・

熊本・長崎4県で6年ほど前から毎年1000万尾

の共同放流を行い資源の増大に努めている。

最後はアキアミ。おもに4月から9月に獲れ、有

明海のアミ類の漁獲の大半を占めている。食べ方

は、塩漬け、アミ漬けにして茶がゆやご飯のおかず

にする。有明海の幸、おいしいエビを是非ご堪能く

ださい。
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国道207号鹿島バイパス能古見郵便局前から国

道444号を大村方面に山あいの道を進むと、2007

年6月に竣工した中木庭ダムサイトがある。それを

右手に見た奥に、「肥前耶馬渓」とも呼ばれる能古

見渓谷があり、春の桜・新緑・秋の紅葉が美しく、

夏にはキャンプ場も開かれ若者で賑あう。能古見

渓谷からさらに本城川沿いの上流、多良岳山系の

主峰である経ケ岳北面に位置する道路脇に、「平

谷温泉」の大きな看板がある。

平谷温泉は、江戸時代後期に村の庄屋が一軒

屋の湯治場を建てた。その後約170年間近隣の

人々から親しまれてきたが、近年、六代目当主が男

湯・女湯・家族湯・露天風呂を新増築し

て「山吹の湯」として生まれ変わった。自

然湧出の単純温泉、弱アルカリ性でそ

の水質は「利き水大会」で全国9位に選
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1、、－∵一品∵∵「瀾醗顕 ��� � �� 

∴ �／＼is、1 ／‾馨 ∴∴∴∴ �� � 

：； ∴∴∴ 　　菖 ��繋 ：「 � ��　　≡シ＼＿・ ∴－一 

∴∴∴∴∴ 

日本料理「落柿」

ばれたほど。透明度が高く、近所の「平谷物産直

売所」では水汲み場も完備されている。

平谷温泉の隣に、六代目当主が板前をつとめる

日本料理の店「落柿」（らくし）があり、土日曜日には

予約が無ければ入れないほどの盛況振りである。

料理は和の会席料理で15品の一皿一皿が2，3口

で食べれるほどの盛付けで、目で楽しみ舌で楽し

むことができ、コース料金は3，150円である。
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⑥存繊鞋整合、竹崎㌍

国道207号を鹿島から海岸沿いにひたすら南下

し、太良町役場前よりさらに8KIh下り肥前大浦駅

前から500mの田古里交差点を左折し、半島部の

道を進むと約2、5kmで竹崎観世音寺、竹崎城址

展望台に到着する。

竹崎城は南北朝時代（1378年頃）島原の有馬泰

進が築城し、その後島原の乱後に取り壊された。

平成4年に城郭を摸した竹崎城址展望台が完成し

た。展望台からは束に有明海を隔てて大牟田方面

さらに遠くその先には阿蘇の山々、南に雲仙、西に

多良岳山系、北には有明佐賀空港が一望できる

360度の大パノラマが開けている。

「たら竹崎温泉」はナトリウム炭酸水素塩泉、泉

温45度の無色透明でちょっと塩味があり、肌を

しっとり滑らかにしてくれる。

竹崎港沖の有明海で取れるガザミ（ワタリガニ）

は竹崎ガこと呼ばれ身が詰まって甘みが強いこと

で知られている。秋から冬にかけては雌が、夏場

有明海に面する露天風呂

音臆
00g

所在地／佐賀県藤津郡太良町大浦

旬の時期●冬；竹崎ガこと牡蠣焼きと

温泉が楽しめる

竹崎城址展望台

は雄が特においしいが一年を通して食べられる。

太良町には温泉付きの宿が9軒あり、いずれも温

泉と竹崎ガ二を堪能することができる。

特に冬場、国道207号沿いは「牡蠣焼き街道」と

呼ばれる「カキ小屋」が軒を連ねていて、竹崎カキ

や竹崎カニを炭火で焼きその場で食べさせてく

れ、有明海の海の幸をいっぺんに楽しめる。
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