
有明海を楽しむ
お薦め一日コ「ス

佐賀空港・久保田提防・鹿島バイパス・太良

㊨酷　発
有明海をぐるっと巡る旅に出かけよう。有明海

の魅力はなんと言っても日本最大の干満差。出か

ける前に暦で満潮干潮の時刻を調べることをお勧

めする。干満の時間に一番敏感なのは漁師さんだ

から、もし漁師さんと知り合いならばお聞きになる

のも良いが、今は簡単にインターネットで調べるこ

とができる。干満の時刻を示したものを潮見表と

いうが、釣り人への情報提供を目的とした潮見表

が一番分かりやすくて充実している。

海釣り総合サイト　釣りの窓口　http．〃www．saltwater．jp／

有明海で一番の見所は、引き潮時に現れる広大

な干潟の風景。どこで引き潮の風景を見るかを想

像して出かけることにしよう。最も潮の引く大潮の

頃は、満潮が午前9時から10時半頃、干潮はその6

時間後の午後3時から4時半頃だと考えて間違い

なさそうなので、どこからスタートし、どこで引き

潮時の広大な干潟を見るか決めたら，さあ出発！
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有明佐賀空港

㊨佐賀平野と荷明海
有明佐賀空港へ向かう道路案内板が最も充実

しているので、その案内板に素直に従って、佐賀

空港まで南下してみよう。佐賀空港の展望台に

上って周囲をぐるっと見回すと、佐賀平野の位置

関係がはっきりとわかる。背振・天山山系が遙か

北にかすんで見える事で佐賀平野がいかに広大

かを感じたら、回れ右をして南を向いてください。

有明海の向こう側に雲仙普賢岳がちょうど正面

に見える。西にゆったりと連なる杵島山系から束

の耳納（みのう）連山までが、佐賀・白石平野、筑

後平野である。冬場なら有明海にノリヒビが立っ

ているはずだが、霞んでいるときが多いので見え

ないことの方が多い。

漢書
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佐賀空港から空港道路に戻って北に走り，最初

の信号から西に辿って暫く走ると「シテメシソウの

里　干潟よか公園」の看板が出ているので、真っ

直ぐ南に下るとお目当ての公園にたどり着く。ここ

の最大の売りは公園の名称にも使われている塩生

植物シテメンソウの群落。11月のシテメンソウ祭り

の頃には堤防下の保護プールの中のシテメンソウ

が真紅に色づき、幅10m、長さ1，600mに及ぶ赤い

帯はハリウッドスターの登場を待ちわびるレッド

カーペットのよう。ちょっと無粋な柵から干潟を覗

くと、運が良ければムツゴロウ、トビハゼ、シオマ

ネキ等の干潟のひょうきん者たちとサギ、カモ、シ

ギ、千鳥などの水鳥に出会うことができる。

「野生のシチメンツウが見たい」という方には、

久保田海岸と自生するシチメンソウ

与羅ん館

国道444号久富交差点から南に走り、久保田堤防

の地先に自生するシテメンソウ群落がお勧めであ

る。堤防に昇って干潟を現くと，東与賀海岸のシナ

メンソウに失われつつある野生の力強さ、色の鮮

やかさを見ることができる。

もしここら辺りで昼食時になったら、久富交差

点脇の焼き肉レストラン「与羅ん館」に立ち寄って

見てはいかがですか。ウイークデイならばハンバー

グランチが、土日であればステーキ定食がお得な

ランチメニューだが、どうせ与羅ん館に寄ったの

であれば、お昼から自慢の焼き肉に挑戦していた

だきたい。お勧めは，ちょっと高いけど上ロースと

上カルビ。佐賀産和牛の極上の味を堪能できる。

「これ以上の美味しい肉を望むのは神への冒涜

だ」と思いますよ、きっと。

㊧漁藩を楽しむ
国道444号を南下し、有明海有明海水産振興セ

ンターの看板から束に曲がり、すぐ南に下って「物

産販売所びょんた」の駐車場か堤防の上に駐車し

て、海岸に降りていくと、そこはムツゴロウの保護

区。ここのムツゴロウ君たちはショーマンだから

よっぽど機嫌が悪くない限り、干潟に出てきてく

れる。しかもその堂々としていること。ムツゴロウ

はこんなに大きく遣しくなるのかと感動させられ

る。春先には多くのカメラマンたちがムツゴロウ君

の恋のジャンプをものにしようとカメラの放列が

できているので邪魔をしないように、そっと覗くこ

とにしましょう。

少しくたびれかかってきた。ワーレントラス橋

「住之江橋」を渡ったところで、少し時間に余裕が

あるようなら住ノ江港に立ち寄ることをお勧めし

ます。有明海の漁船の多くは他の海と違って川沿

いに竹の棒やグラスファイバーの棒をだてて係留

ムツゴロウと

シオマネキ

住之江橋から見る有明海
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していることが多い。住ノ江港も六角川の河口沿

いに発達した港で、有明海の港らしい風景を見る

ことができる。ここに日がな一日座り込んでいる

と、有明海の干満、漁船の出入り、日没時の海面

の輝きなど、忍耐強いカメラマンが我々に提供して

くれる有明海らしい美しい風景のどれかに間違い

なく出会える。

もし、福富交差点先の福富産物直売所「潮風の

里」の看板が気になったらちょっと寄ってみよう。

時季が旨く当たれば福富名産のタマネギとレンコ

ンを信じられないくらいの安い値段で買うことが

できるし、味も間違いない。また、佐賀農業高校生

が開発したレンコンアイスを味見してみるのも良い

かもしれない。

もし桜の季節に当たったら、444号の道沿い、圃

場整備事業で新たに設けられた幹線水路沿いに

延々と続く桜の並木を楽しむことができる。また、

長崎本線を渡って国道207号を暫く走って百貫橋

を渡る手前の交差点から右折して、安全運転に気

をつけながら細い道を我慢して辿ると、塩田川の

向こうに有明海が見える絶景ポイントにたどり着

く。そこは桜の名所だから、桜の季節が良いこと

はもちろんだが、葉桜の季節だって期待は裏切ら

れない。塩田川が有明海に出て行くときその溶筋

が作る蛇のようなうねりとその向こうに拡がる有明

海が最高の風景を見せてくれる。それもやっぱり引

き潮の時間帯を狙うことをお勧めする。

㊨廃盤は見所いっはい

また国道207号に戻って、整備されて快適な鹿

島バイパスを走るのも良いが、少しのんびりと旧

道を走ってみよう。鹿島の町並みを抜けて肥前浜

の駅の案内が誘導する方向に逆らって右折する

と、肥前浜宿に着く。右折してすぐの富久千代酒

造、奥突き当たりの飯盛酒造、酒蔵通り沿いの光

武酒造などの造り酒屋が軒を並べ、酒好きにはた

まらない場所。車がやっと一台通れるくらいの酒

蔵通りに建つ白壁土蔵や茅葺き古民家辞は、港

町の風情を残す庄金地区とともに平成18年4月に

国（文化庁）の「重要伝統的建造物語保存地区」

として選定を受け、後生に保有することとなった。

観光案内所の役割を果たしている継場（つぎば）

跡、公民館として使用されている浜郵便局跡、束

鹿島酒蔵通り

肥前浜宿と浜liiの眺め

田
園
幽



祐徳稲荷神社

京の女性篤志家の援助で大規模改修が行われた

江戸期の庄屋を蘇らせた旧乗田家の茅葺き武家

屋敷など見所いっぱいの場所です。昼食がまだ

の方、小腹が空いたなと思われる方は、通りから少

し入った古民家で営業されている手打ちそば屋さ

んの暖簾をくぐってみてください。

鹿島の観光名所はなんと言っても三大稲荷大

社の一つである祐徳稲荷神社。駐車場に車を止

め、おみやげ屋さんの立ち並ぶ参道を歩いて楼門

をくぐると山裾に沿って豪華絢爛たる建物難が立

ち並んでいる。京都清水寺の舞台造りを摸したご

本殿、御神楽殿、楼門等はいずれも総漆塗極彩

色、庶民のエネルギーが吹き出したような建物群

です。御祭神として稲荷大神の倉稲魂大神（ウガ

ノミクマノオオカミ）とともに、天の岩戸に隠れた

天照大神を南天原に戻すために踊った天網女命

（アメノウズメノミコト）と、天孫系より古い地付き

の神と言われる猿田彦大神（サルタヒコノオオカ

ミ）という馴染みの神さまたちが祀られているの

が何とも嬉しい。ご本殿奥に膨大な数の赤鳥居が

連なって奥の院まで続いていると聞く。体力に自

信のある方は昇ってみられてはいかがですか。

国道207号に戻ってしばらく走ると，道の駅鹿

島の看板が見えるからちょっと寄り道しよう。伊万

里、厳木と並んで佐賀県で道の駅第1号指定を受

けた所だが、最近の豪華な道の駅を見慣れた方に

は少々野暮ったくて物足りないかもしれないが、有

明海好きにはたまらない所です。道の駅の売店を

通り越して海岸に出ると、この場所こそが毎年「鹿

島ガダ）ンピック」が開かれる会場である。海岸

管理者の計らいで設けられた階段状観客席の向

こう側で泥まみれの競技が行われ、笑いがほじけ

る。鹿島の市民が発明した有明海の祭りは、泥ま

みれでどう見てもスマートとはいえないが、現代の

人間が忘れてしまった自然に対する敬いと野生

児への憧れが交錯する魅力的な祭りになってい

る。眼前に干潟が拡がる堤防に座って想像してみ

てください。野生児達の笑い声が聞こえてくる気

がするでしょう。

帰りに直売所を覗いてみてください。芝エビ、

マダコ、コイカ、クチゾコ、クラゲ、ワダ）ガこ、

スズキ、ボラなど、有明海に揚がった海産物が、

提供した人の名前付きで陳列されている。コイ

カを買って醤油漬けにして、鹿島の酒を飲む。

贅沢という言葉はそういうときに使いたいでは

ないですか。
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㊧抱球の引力と美味
せっかく鹿島まで来たのなら、太良町まで足を

延ばして見よう。太良町のキャッチフレーズは「地

球の引力が見える町」。それを体感できる場所が

干潮時に姿を現す「海中道路」です。国道207号を

南に下っていると、小さな食堂脇に「海中道路入り

口」の看板が見える。左折すると海が拡がり、満潮

時なら海の中に続く電柱が、干潮時なら海の中に

真っ直ぐに伸びた道路と電柱を見ることができ

る。海苔や魚、有明海の恵みを揚げるために造ら

れた道路は、有明海の干満差を感じる珍妙な風景

として心に残ること請け合いです。海の中に顔を

覗かせる小さな鳥居には海に暮らす人々の願いが

込められています。

ムツゴロウもウミタケもワラスボも，有明海の恵

みはどれも一癖ありそうな顔つきをしていて，食ら

いつくには少しだけ勇気がいる。有明海の海の恵

みの中で竹崎ガ二は例外。見るからに旨そうだし，

食べると間違いなく旨い。太良町竹崎にはカニ料

理屋さんが軒を連ね，多くの観光客を呼び寄せて

いる。カニ料理屋さんに入ったら多くの人がカニの

コース料理を注文するでしょう。カニの姿煮はどれ

にもつくでしょうが，できればカニグラタン，カニ雑

炊が入ったコースを注文して欲しい。竹崎カニの味

の濃厚さとふくよかさを余すところ無く堪能でき

る。有明海が好きになること請け合いです。

竹崎カニの値段に躊躇する人は，冬場のカキ焼

きがお薦めです。国道207号は「カキ焼き街道」と

呼ばれるほどカキ焼き屋さんが多い。殻付のカキ

を炭火で，あるいはもっとワイルドにたき火風の炎

で焼いて食べるカキ焼きは絶品。有明海産のカキ

は手に入りにくくなっているから，使っているカキ

は大村や大分のカキが多いと聞くが，有明海の海

水にしばらく漬けておくと塩分が丁度良くなって，

味が豊になるそうだから，やはり有明海の恵みに

は違いない。値段は安いし，酒も食べ物も持ち込

み可と太っ腹な店もあるので探してみると良い。ち

なみに鹿島道の駅をちょっと北に上がったコンビ

ニRICに併設されたカキ焼き屋さんはその太っ腹

な店です。

㊤良い旅教

有明海1日コースは楽しめましたか。1日では廻

りきれなかったという方は再挑戦し、また、私のお

薦めの箇所はどうも楽しめなかったという方は、

ホームページで検索してオリジナルな1日コースを

作ってください。有明海ぐるりんネットのメンバー

は有明海と有明海沿岸域のあちこちに出没して

います。どこかでお会いしましょう。良い旅を！

桜の里からの有明海の夕日、遠くにノリヒビが見える



日輸山安福寺の樹齢約130年の大イチョウ

有明海観光
一日コ「ス食べ歩き編

東与賀町・白石町・鹿島市

「クチゾコ（クッツオコ）の煮付けは、鯛よりうまか！魚の

味がひと味違う」と、食通は自慢をする。確かに有明もの

は濃厚な味付けで旨さが引き立つと思う。その味覚を求

めて、有明海沿岸を訪ねてみる。

まずは、佐賀市東与賀支所前にある「むつごろう亨、丸

善」に行ってみた。沿岸域には数少ない有明海ものの専

門店と言っていい。いろんな一品料理もあるが、ご主人自

慢のものにしてみる。お昼の日替わり御膳、夜の有明会席

は手ごろで旨いため遠くは福岡からも客があると言う。料

理は四季に応じてあるが最大の特徴は、ご主人自ら漁に

出て、獲った穴子、ムッゴロウにムラサキガニなど新鮮な

魚を食べさせてくれる。「ノドにイゲ（魚の小骨）の刺さら

んやったねえ」と愛想よく客に話し掛け、家庭的雰囲気を

作っている。コノシロなどは小骨が多いためウロコを取っ

た後、包丁で小骨を切るよ

うに細かく叩き刻んでい

く。そして表面がカリッと

なるように油で揚げて、南

蛮漬けにして食べる。身を

解しながら、ご主人に「夜

の上、眼下の広がる有明海、遠くは有明海沿岸道路・矢

部橋の架橋が望めるなど絶品な風景が待っている。

少し小腹が空いた、同じ白石町で創作寿司を造る「だ

るま寿司」に寄ってみた。料理は主人の創作意欲の中で

生まれたものが多く、特産のレンコンを使った物やハゼ

ムツゴロウの刺身等この店ならではのメニューが多いの

が特徴だ。主人お任せで出てきた寿司は「イチゴ寿司」！

軍艦巻きのウニに変わって二分されたイチゴが乗ってい

る「何んだこれは！」「うー！」と驚きながら口にした。旨

い、酢飯とイチゴがマッチしている。ちょうど小腹に良い。

だるま寿司の

イチゴ寿司
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少しお酒が欲しくなったので鹿島市湊町へ向かった、

酒蔵通りには、いくつかの蔵元がある。多良岳山系から蘭書電器謡許諾蒜詰蒜∴霧篤諾器謀議諾 

るまでやってます」と笑顔　　居酒屋「七輪屋」へと行く。 

で答える。料理によっては予約が必要だが、こんな店を見　　　のれんをくぐり店へと入った。お酒の香りとi 

付けると心まで和み嬉しい。　　　　　　　　　　　　そして炭の香りが店中を包み雰囲気をかもし 

車を走らせ広大な佐賀平野を車窓から見ながら、実り　　クーお任せで注文すると、早速、炭火の七輪用 

の大地を実感し、白石町杵島山の中腹にある「水堂（みっ　　の上にはカキや魚など有明産が次々と焼かれ 

ど）さん」と呼ばれ親しまれている日輪山安福寺へと向か　　のこだわりのひとつには「熱々のものがお客の 

う。この寺は、境内に湧き出る霊水で知られていて、初夏　　に応じて食べられるように心掛けています」と 

になると御水取り神事（旧暦4月15日から7月15日の　　配慮が繊細で楽しませている。また予約をすi 

間）が行われ、近郊近在から沢山の参拝者がお水を汲み　　二を蒸したものやタイラギ・アゲマキなど鹿副 
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死

「7

にどのように影響し

いろんな生物が生息しています㌫党

でありをがら、動き回るブランク

この仲間の

ラという、海水を真っ赤に染めるプラン

今年の夏大増殖しました。シャト桑ラ

窒息死します。高水温はブランク草

し、貧酸素水塊の発生もひどくなり

は人間にとってもきついですが、ク

事順登はソl摘ミ育ちに

涜だめに、水温が低

Lされました。最高300円の

までの最高単価でした。明る

希明海（佐賀県）産海苔が高値安定

ばかりです。

えない有明海の魚・貝類はもっとつらいでしょう。

＊：プランクトンは、海水中に浮遊している生物の総称。クラゲ、海亀など

＊：貧酸素水塊は海水中に含まれる酸素量が少なくなる現象。有明海奥部で毎年見られるようになった。



会員募集！！

●NPO法人有明海ぐるりんネット

有明海は楽しいです。禁漁指定をしている

小城市芦刈町の保護区では丸々と太った

ムツゴロウは元気いっぱい跳ねています。

シオマネキは干潟の中を走り回っていま

す。干潮時の干潟に沈む夕日の美しきに息

をのむことがあります。潮水にさらされな

がらも種を保存し続けるシテメンゾウの赤

い帯には素直に感動ささせられま一九有明

海の異変が大きく取り上げられ、有明海の

環境が社会問題になっていますが、知れ

ば知るほど付き合えば付き合うほど有明

海は本当に魅力的で個性的な海で・丸

この有明海と親しもう。もっと知ろう。

もっと情報発信をしようと、平成16年にN

POを立ち上げ活動をしてきました。

有明海に関心がある方、大好きを方、私た

ちの仲間になりませんか。

ども達に伝えていきましょう。
笠認聖聖書聖の資産を子嬬

●定例会　毎月第一木曜日18：00－19：30

佐賀市城内サガテレビ大会議室

有明海に関係する講座とその後は懇親会

●ぐるりん交流会

年1回有明海に面した地域で人と人の交流、産物の

交流、情報の交流を行います。

●冊子「有明海」の発刊
一号は佐賀県との協働で「有明海の不思議」を

テーマに平成18年2月に発刊。

二号は「有明海と祭り」をテーマに平成19年3月に

発刊。

理事長　荒牧軍治

理　事　川上義幸　河野虞佐徳　菊池恵美

北島悦子　北村和秀　原田彰

会　員　30名

〒840－8502佐賀市本庄町本庄1

佐賀大学理工学部都市工学科荒牧研究室

TELO952－28－8688

E－mailaramakig＠cc，Saga－u，aC，JP

電話かメールでまたは直接定例会においでください。お待ちしています。

年会費10，000円

活動資金、蜜協力ください！！

オリジ勅の有明海写真バ効発売
もっと有明海を身近に。
NPO法人有明海ぐるりんネットでは、

陳　有明海のジグソーパズルを販売しています。
指先や頭の体操！こ、贈り物にいかが苧しょうが。

！　●パズルの種類／4種類

●価　格／パズル　　　　1，980円
額　　　　　　　上980円

企画販売：NPO法人有明海ぐるりんネット
制　　作：元租ばずる屋さんの（有）オフィス・タカハシ

撮　　影笥拐寸和秀

㊧編集後詰
「10号までは出そう。」冊子「有明海」第1号の

編集会議での決意。

2号は自前の資金でなんとか発刊。そして3号は、幸

運にも（社）佐賀県観光連盟の平成19年度観光地

魅力アップ支援事業の補助金支援を受けることがで

き、日の目を見ることができました。3号では補助金

の目的を考え、有明海を愛し、学び、活動をしてきた

会員「人ひとりが、これまで有明海を観て、遊んで、

食べてきた中で＼自信を持ってお勧めするスポットを

紹介することにしました。ご覧になって「行ってみた

い。食べてみたい」と思っていただけましたでしょう

か。どうぞ、この冊子を持って一つ一つ訪ねてみてく

ださい。

さあ、私は4号の資金を探さねば。資金難はNPOの

永遠の課題でしょうか。（悦）

荷
明
海
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●発行／NPO法人有明海ぐるりんネット
※冊子の発行は（社）佐賀県観光連盟平成19年度観光地魅力アップ支援事業

補助金の支援を受けました。



麗襲議題麗萱

一・・一


