大自然とふれあう

山旅

佐賀県
kashima・tara・ureshino

鹿島・太良・嬉野

肥前路南西部広域観光協議会
◆ 鹿島市観光協会 0954-62-3942

◆ 太良町観光協会 0954-67-0065

◆ 嬉野温泉観光協会 0954-43-0137

鹿島・太良・嬉野 地区の

山々をめぐる旅に出かけよう !
お問合せ先

中山キャンプ場

多良岳山系の自然環境

多良岳・経ヶ岳

太良町体育施設等管理事務所
TEL：0954-67-0220

多良岳の中腹にあるキャンプ場で多良岳への登山口にも
なっています。夏でも冷涼な環境の中でキャンプが楽しめ、
バンガローには電源もあります。

お問合せ先

広川原キャンプ場

嬉野市農林課
TEL:0954-66-9119

多良岳の大自然の中、コテージやオートキャンプサイトなど多彩な
スタイルで楽しめるキャンプ場。トイレ・シャワー棟や、バリアフリー
タイプのコテージ、バンガローもあり、充実した施設が人気です。

多良岳と経ヶ岳を主峰とする多良岳山系は、第四紀初頭に活動を終えた、佐賀県と長崎県に
またがる旧火山の総称です。火山特有の変化に富んだ複雑な地形をしていて、古来より霊山と
して信仰されており、
「肥前国風土記」に託羅ノ峰と記されています。
多良岳山頂には和銅年間
（708年～ 715年）に創建された多良岳権現が奉られ、今なお密教的な雰囲気が漂います。自
然にも恵まれ、
多良岳にはアカガシやミヤマシキミの自然林や、九州ではここだけにしか見ら
れないチャルメルソウ（ユキノシタ科）が群生するなど、貴重な植物が多く自生しています。登
山口にはキャンプ場も整備され、山登りやハイカーなどアウトドア派にも人気です。

◆ ワンポイントアドバイス
ビギナーからベテランまでが山登りを楽しめる多良岳山系です
が、古くは山岳修験が盛んであった山です。今もそれを彷彿とさせ
るように、ロープや鎖をつたって登らなくてはいけない難所も数
か所あります。足元が滑りやすく不安定なガレ場もあるので、油断
は禁物。冬場は積雪や残雪もあるので、足元の装備は十分に。

奥平谷キャンプ場

お問合せ先

お問合せ先

鹿島市商工観光課
（予約受付）
TEL:0954-63-3412

鹿島市飯田乙2721-67
TEL:0954-62-8444

経ヶ岳登山口に位置するキャンプ場。緑あふれる林の
中に、水遊びできる川が流れていて、夏の避暑にも最適で
す。人 気 の コ テ ー ジ は ト イ レ・風 呂・台 所 付 き。バ ー ベ
キュー用品も充実しています。

民宿みんなの家

古民家を再生した「みんなの家」は、昔ながらの土間や
かまど、五右衛門風呂が残る農家民宿。
有明海を一望する
ロケーションにあり、宿泊だけでなく、
山菜の収穫や農作
業などの体験も可能です。

◆ 登山の道しるべ
多良岳山系には佐賀県側、長崎県側にそれぞれに登山口が
あって、経ヶ岳・多良岳を中心に峰々を縦走する登山客もいま
す。主要な登山道や分岐点には、道案内のための看板が設置さ
れています。登山客が道しるべ代わりに小石を積み上げた「ケ
ルン」や、樹木に結ばれたテープなども目印になります。

◆ レスキューポイント
多良岳山系は佐賀県と長崎県の二つの県にまたがった山々
です。両県に広がる登山道のいたる所に、通し番号がふられた
黄色や白色の看板が立っています。これは、地元の警察署が設
置したもので、万が一事故や不測の事態になったときの緊急
連絡先が書かれています。

1

自然の館ひらたに

お問合せ先

お問合せ先

鹿島市大字山浦丙3871-88
TEL:0954-64-2579

一般社団法人 嬉野温泉観光協会
TEL 0954-43-0137

豊かな自然環境内にあり、研修室や食堂・浴室も備えた
宿泊・研修施設です。登山の拠点からグループ活動、セミ
ナーなど幅広い利用ができます。自然観察や木工教室な
ども行っています。

嬉野温泉

泉質は塩分を多く含んだ重曹泉。触るとヌルヌル・トロ
トロとした感触が特徴で、美肌効果が高いことから
「日本
三大美肌の湯」として親しまれています。
山旅のあとは、ぜひ嬉野温泉で汗を流しましょう。
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平谷温泉●
444

MAP

平谷直売所●

お問合せ先
鹿島市大字山浦3869－1
TEL:0954-64-2321

P 経ヶ岳登山口駐車場
●
馬ノ瀬

タワラギ山

千年 樫の木
平谷越
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大村市

中山キャンプ場
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●自然の館ひらたに

ヒガンバナ科ヒガンバナ属の花で、キツネが出るような薄暗いと
ころに咲き、葉の形がカミソリに似ていることからキツネノカミソ
リと名付けられています。オオキツネノカミソリはキツネノカミソ
リの変種で、花弁が大きく9センチ程にもなります。多良岳山系には
数百万本もの数が群生していると推測され、日本一の群生地とも言
われています。7月中旬から8月上旬が見頃

P
●

有明海に注ぐ中川上流の山里
湧く温泉。佐賀と長崎に県境に
ある「肥前耶馬渓」と呼ばれる景
勝地にあり、150年ほど前から
湯治場として知られています。1
軒だけ宿があり日帰り入浴施設
の「山吹の湯」も人気です。

太良嶽神社上宮●

平谷温泉
中山越

多良川源流●

photo:nakashimajun

オオキツネノカミソリ

ツクシシャクナゲ
群生地

●金泉寺

お問合せ先
鹿島市山浦3871-104
電話:0954-64-2008

オオキツネノ
カミソリ群生地

多良岳

●役の行者座像
多良岳横断林道

諌早市
奥平谷～多良岳・経ヶ岳コース

中山キャンプ場 ●

● 多良川源流
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● 役の行者座像
● 金泉寺

奈良時代には修験道の霊場としても栄えていた多良岳。貴
重な動植物をはじめ、座禅岩や役の行者座像、梵字岩、六体地
蔵菩薩像など貴重な文化財もあり見どころがいっぱいです。
秋の紅葉も見どころです。

45

分

県内最高峰の経ヶ岳（1075.5ｍ）登山口は、奥平谷
キャンプ場の入口にあり、シーズンには多くの登山客
でにぎわいます。頂上までは片道2時間ほど。頂上から
は多良岳山系の山なみを見渡すことができます。
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983m

500

（m）

参考タイム

● 多良川源流

多良岳登山

1000

分

経ヶ岳登山

中山キャンプ場 ●

奥平谷キャンプ場 ●
45

分

30

分

分

60

● 馬の背

● 平谷越

分

55

● 中山越

分

5

● 役の行者座像

35 35

分

5

分

分

55

分

分

分

60

●（金泉寺）

● 中山越

● 多良岳
● 金泉寺
● 役の行者座像

983m

●（平谷越）

30 30
分

30

● 経ヶ岳

45

分

（m）

● 馬の背

3

500

分

中木庭ダムの上流、平谷に湧き出る清流と新緑・紅葉
の美しい渓谷があり、そこに位置する平谷物産直売所
の水汲み場は、県内外から多くの人が訪れる名水ス
ポットです。

● 平谷越

平谷渓谷（水汲み場・直売所）

1076m

奥平谷キャンプ場 ●

1000

中山キャンプ場コース

参考タイム 約8時間40分

ツクシシャクナゲ

金泉寺

太良嶽神社上宮

多良岳のツクシシャクナゲは国指
定の天然記念物にもなっており、9カ
所程の群生地があります。4月下旬か
ら5月上旬が見頃。

多良岳の山頂近くにある金泉寺
は、空海(弘法大師)が平安時代の初め
頃に建立したお寺です。現在の建物
は平成21年に再建されており、敷地
内には宿泊や休憩に利用できる金泉
寺山小屋もあります。

太良嶽神社は昭和46年に太良嶽神
社（多良岳）、川上神社、荒穂神社の三
社を合祀した神社で、ににぎの尊・五
十猛尊・大山神・豊玉姫命（乙姫様）を
祭神としています。上宮が多良岳の頂
上付近にあります。
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ちょっと歩をのばしてみよう

九州オルレ・嬉野コース
韓国発祥のトレッキングコース。やきものの町をスタートし、
一面に広がる茶畑や緑豊かな森の中を歩きます。ゴール地点
「シーボルトの足湯」
では、
日本三大美肌の湯で疲れを癒しましょ
う。
（全長12.5km/所要時間4～5時間）
【お問い合わせ】
嬉野市うれしの温泉観光課 TEL:0954-42-3310
嬉野温泉観光協会 TEL:0954-43-0137

MAP

多良岳横断林道

12.5kmフィニッシュ

シーボルトの足湯● ●
嬉野川遊歩道

小川内

●肥前夢街道

公衆浴場
シーボルトの湯

12km

井手川内

嬉野温泉

嬉野の広川原キャンプ場から諫早の山茶花
高 原 ま で 、多良岳山系の放射谷を縫う様に走る、
約
40kmの林道。見晴らしの良さと起伏や変化に富ん
だコースは、ツーリングコースとしても隠れた人気
があります。

●
ハミルトン字礼志野

嬉野市

10.5km

2km

●轟の滝公園
●熊野神社

0.2km

3km
●西吉田権現さんと
十三仏

9km

溝口

納戸料百年桜

0kmスタート

小高い丘に立つ一本の山
桜。毎年美しい花を咲かせる
桜の樹齢は、推定１００年以
上と言われています。桜の周
りを茶畑や菜の花が囲み、丘
の上から見下ろす山里の眺
めは、まさに日本の原風景と
言った感じです。

●肥前吉田焼窯元会館

●
大定寺
（だいじょうじ）
4km
吉浦神社
●坊主原パイロット園

●大正屋椎葉山荘

両岩

●上平（うわーぢゃーら）の茶園

下西川内

藤ノ川

宮ノ上

22世紀アジアの森●
メタセコイア展望台●

5.5km

嬉野町大字吉田

健康の森公園（桜）
総 面 積33haの 園 内 に 約
60種類、２万７千本もの樹木
が植栽されています。のんび
り森林浴を楽しむことがで
き ま す。春 は 桜、秋 は 紅 葉 が
見頃です。ウォーキングや春
には山菜取りが楽しめます。
遊具施設もあり、お子様連れ
でも楽しめます。

虚空蔵山(こくうぞうさん)
古くから信仰の対象とされてきた虚空蔵山（609ｍ）。山容が
似ていることから「九州のマッターホルン」
と呼ばれており、標岩
塊の山頂からは大村湾や多良岳山系の山々の絶景を楽しめます。
※嬉野からの登山口は「長野登山口」です。

MAP

【お問い合わせ】
嬉野市うれしの温泉観光課 TEL:0954-42-3310
嬉野温泉観光協会 TEL:0954-43-0137
至 波佐見

●上木場旧バス停

県道106号線

不動山
バス停
●

広域林道虚空蔵線

●水くみ場

至 石木交差点

●
トイレ
トイレ
●

●駐車スペース

長崎県川棚町
●分岐
広域林道虚空蔵線

虚空蔵山

●
地蔵堂

●
長野登山口

至 川内登山口
トイレ
●

至 県道106号線
木場・岩屋分岐
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●駐車スペース

至 国道34号線

県道106号線

佐賀県嬉野市

●犬の墓

岩屋登山口

至 嬉野温泉街

赤松橋公園

（紅葉・アジサイ）
多良岳県立自然公園の石
碑がある広場は、県道２５２
号多良岳公園線沿いの「あか
まつばし」付近にあります。
多良川のせせらぎを聞きな
がら自然を満喫でき、秋には
鮮やかな紅葉が見られます。

ホタルバス
嬉野温泉旅館組合加盟の宿
に宿泊の方なら参加できる、
無料のバスツアー。温泉街か
らホタルの飛び交うスポッ
ト へご案内します。
（6月上旬～中旬の週末運行）
◎嬉野温泉観光協会
TEL:0954-43-0137

大野原高原

太良町あいあい公園

600haの広大な高原で、大
村 湾、西 海 国 立 公 園、多 良 岳
連山を一望できる。秋にはス
スキが美しい。自衛隊の演習
場があり、演習日には立ち入
り禁止となるので要確認。

総面積１haの園内には、多
良岳に生育する樹木を植栽
した芝生広場や用水路を利
用した水車小屋などがあり
ます。多良川での水遊びを満
喫することもでき園内では
ホタル祭りやアユ祭りなど
のイベントも開催されます。

中木庭ダム

祐徳稲荷神社奥の院

国道444号（しあわせ街道）
は、自然豊かなドライブコー
ス。中木庭ダム上流には地産
地消のお食事処や、遊具施設
もあり休日にはドライブ休憩
や家族連れで賑わう。湖畔周
辺に植えられた５千株のアジ
サイも一見の価値あり。

舞台上にある本殿のさら
に奥、たくさんの赤鳥居と小
社が立ち並ぶ山道を登ると
奥の院へたどり着きます。本
殿からゆっくり歩いて約２
０分。山上からは市街から有
明海まで一望できます。体力
に自信のある方はぜひ。
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鹿島・太良・嬉野 エリアマップ

鹿島・太良・嬉野 へのアクセス
福岡県

34

●武雄北方IC

34

志田焼の里●
博物館

武雄南IC● ●武雄JCT

新鳥栖
塩田津●

●嬉野市役所
（塩田庁舎）

JR肥前鹿島駅

嬉野市役所（嬉野庁舎）●

（ラムサール条約登録湿地）

JR肥前浜駅

●嬉野温泉

虚空蔵山

●

●納戸料百年桜

●
祐徳稲荷神社

（九州オルレ嬉野コーススタート地点）

佐世保みなと

有明海

鹿島

●道の駅鹿島

長崎県

みちしるべ●

太良町

吉田焼窯元会館●

肥前浜宿

鹿島市

●肥前鹿島干潟

鹿島市役所●

嬉野市

嬉野市

●嬉野IC

久留米

佐世保中央
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●東そのぎIC

大野原高原●

●広川原キャンプ場

●道の駅太良

●中木庭ダム

●
太良町
あいあい公園

平谷温泉●
平谷物産直売所● ●自然の館ひらたに 252
●奥平谷キャンプ場
●赤松橋公園

●大村IC

多良岳横断林道

多良岳

◆ 車での所要時間

●太良嶽神社
●太良町役場
●たら海苔
生産直売所

●健康の森公園

太良町 JR肥前大浦駅
●山茶花高原
ピクニックパーク

●福岡より

竹崎城址展望台公園●

経ヶ岳

●中山キャンプ場

多良岳オレンジ海道

鹿島市 JR多良駅

★再耕庵タクシー（鹿島）
■運賃：大人片道1,500円
■所要時間：50分
■乗降場所：肥前鹿島駅・鹿島市役所前
祐徳稲荷神社・道の駅鹿島
■予約・お問合せ先
有限会社 再耕庵タクシー ☎ 0954-62-2171
★温泉タクシー（嬉野）
【嬉野温泉（嬉野市）】
■運賃：大人片道2,000円
■所要時間：60分
■乗降場所：嬉野温泉街、嬉野市役所（塩田町）
■予約・お問合せ先
温泉タクシー ☎ 0954-23-6161

●JR肥前飯田駅
みんなの家●

リムジンタクシー
（乗合）

●長崎より

約60分

武雄北方IC

約80分

嬉野IC

嬉野温泉街へ

嬉野IC

鹿島市・太良町へ
嬉野市へ

約50分

鹿島市・太良町・嬉野塩田地区へ

※福岡・長崎より嬉野ICまでは高速バス運行
（九州急行バス）
TEL092-411-2241

◆ JRでの所要時間
●博多駅より
●長崎駅より
●博多駅より

約60分
約60分
約60分

肥前鹿島駅
肥前鹿島駅

鹿島市・嬉野市・太良町へ

武雄温泉駅
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オレンジ海道（ドライブコース）
多良岳の裾野を横断するオレンジ海道は、有明海沿岸に沿って
走る広域農道です。多良岳の山なみと眼下に広がる有明海を眺め
ながら走ることができる、絶好のドライビングコースです。
途中の「海道(みち)しるべ」では、有明海の展望が楽しめます。

道の駅鹿島（千菜市）

たら竹崎温泉

国道２０７号線沿い、目の前に広大な干潟が広がる道の
駅です。この道の駅のポイントは、なんといっても干潟体験
ができるところ。温水シャワーや更衣室も完備しており、実
際に干潟に入り、どろんこになって遊ぶことができます。隣
接する干潟展望館にはミニ水族館もあり、有明海と干潟の
魅力を満喫できる道の駅です。農水産物直売所「千菜市（せ
んじゃ～いち）」では、有明海特産の海の幸や、新鮮な農産物
を販売しています。秋～冬には、カキ焼きもオススメです。
◎TEL:0954-63-1768

多良岳の麓、有明海沿岸に湧く「たら竹崎温泉」。刻一刻と姿を変える有明海の
景色や、
夜は満天の星空を見ながらの温泉を満喫できます。9軒の旅館それぞれ
趣向の違った温泉を楽しむことができ、また竹崎かに料理をはじめとする自慢
の海鮮料理も堪能できます。◎太良町観光協会 TEL:0954-67-0065

竹崎カニ

道の駅太良（たらふく館）
JR肥前七浦駅

JR多良駅（幸せの鐘）

道の駅鹿島最寄りの鉄道
駅。木造の小さな無人駅です
が、昭和9年開業当時の名残
りを色濃く残しています。建
物内部のレトロな内装や調
度は、はまるでタイムスリッ
プしたかのような錯覚を覚
えます。

「良いことが多い駅」と書く
ＪＲ多良駅。この駅のホーム
には良いことがたくさんある
ようにと幸せを願う「幸せの
鐘」があります。１回鳴らすと
幸せを呼び、２回鳴らすと２
人が幸せになり、３回鳴らす
と皆が幸せになります。

道の駅太良は国道207号沿線にあります。十分な広さの駐
車場やトイレを備え、展望ひろばでは有明海の景色を眺めな
がらゆっくりと寛げます。また特産品販売所「たらふく館」で
は新鮮な海の幸・山の幸が販売されており、
「漁師の館」では有
明海の食材を使った様々な料理が堪能できます。潮の満ち干
きを通じて、月の引力を体感することができる道の駅です。
◎たらふく館 TEL:0954-67-9117
◎漁師の館
TEL:0954-67-2808

竹崎城址展望台公園

たら海苔生産事業所

南北町時代に島原の有馬
隆泰によって築城された竹
崎城を模した展望台。有明海
や多良岳山系等、絶景のパノ
ラマを観ることができます。
園 内 で は 桜・菜 の 花・コ ス モ
ス等、四季折々の花も観賞で
きます。

町内の海苔の生産者の方
達で運営している海苔の直
売所。バラ干し海苔や板海苔
をはじめ、海苔の生産・加工・
販売を行っています。海苔本
来の味と風味が楽しめるバ
ラ干し海苔は栄養価も高く、
いろんな料理に合います。
◎TEL:0954-67-2265

たらカキ焼海道
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重要伝統的建造物群保存地区 肥前浜宿

重要伝統的建造物群保存地区 塩田津

有明海を臨む浜川河口に広がる町並みで、江戸時代は長崎街道
の宿場町として豊かな町並みがつくられました。二つの重要伝統
的建造物群保存地区で形成されており、それぞれ特徴のある町並
みを散策できます。明治～戦前までは、東シナ海や朝鮮半島海域
への遠洋漁業の拠点として多数の船が乗り出していきました。
◎NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会 TEL:0954-69-8004

町の中央部を流れ、有明海へ注ぐ塩田川。江戸時代には干満の差
を利用した川港として発展しました。天草産出の陶石がここから
有田・伊万里へ運ばれ、帰りの船には米や、やきものなどが積まれ、
大阪へ運ばれたそうです。専門ガイドとの町並み散策も好評です。
◎塩田津町並み交流集会所 TEL:0954-66-3550

ぷり
たっ
み
旨 の味覚!!
冬

例年11月～4月頃になると国道207号線を
中心に10数軒のカキ焼店が立ち並ぶことか
ら、この沿線を通称「たらカキ焼海道」と呼びま
す。竹崎カキは大粒で焼いても縮みにくく、濃
厚な味で甘みがあるのが特徴です。各店カキ以
外の海産物やサイドメニューも充実していま
す。
◎太良町観光協会 TEL:0954-67-0067

0065
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道の駅鹿島で干潟体験

白浜海水浴場

有明海の生き物や自然環境、
その周辺で生活する人々との関わりを学ぶことができます。
実際に干潟に入って生
き物と触れ合ったり、伝統漁法を体験したり多彩なメニューがあります。温水シャワー施設・更衣室完備。

有明海で初めての人工海水浴場です。太良町特産の竹崎カニを
イメージしたつくりで、潮の満ち引きにより遊泳時間が制限され
ますが月の引力が体感できるユニークな海水浴場です。

◎小学生以上700円（幼児400円）
◎4月中旬～ 10月まで（土日祝・夏休みは予約不要）
（ただし潮が引いている時間）
◎道の駅鹿島 TEL:0954-63-1768

太良町Ｂ＆Ｇ海洋センター

鹿島ガタリンピック

有明海でOPヨットやカヌー、バナナボート、ウェイクボード、水上
スキー等、様々なマリンスポーツが低価格で楽しめます。暑い夏は
有明海のアクティビティを満喫しませんか？
開設期間（例年：7月～ 9月）
（要予約）
◎太良町中央公民館 TEL:0954-67-0145

有明海の広大な干潟を舞台に繰り広げられ
る、干潟のオリンピック。
全身泥だらけになるユニークな競技に会場は
笑いの渦。日本全国から出場申し込みがあり、人
気の種目は即日定員になるほどです。

むつかけ体験

たなじぶ漁体験

むつかけは、干潟の上にい
るムツゴロウを長い竿と針
で「引 っ 掛 け て 獲 る」漁 法 で
す。名人のレクチャーを受け
て 挑 戦！そ の 日 の う ち に １
匹でも引っ掛けることがで
きたら、あなたもむつかけ名
人になれるかも知れません。

有明海の伝統漁法”棚じぶ”
漁は、潮の満ち引きによって
流れて来る魚介類を撮る江戸
時代後期からの漁法です。今
ではほとんど見られなくなっ
たこの漁法にチャレンジして
みませんか？なお、獲れた魚
介類は持ち帰りOKです。

◎ 1人3,500円～ 4,500円（～ 15名まで）
◎ 3 ～ 4時間／ 7 ～ 10月／要予約（1週間前まで）

干潟環境教室

ミニガタリンピック

有明海の生き物や、その周辺
で生活する人々との関わり、有
明海の潮の仕組みを楽しく学
ぶことができます。大自然の神
秘に触れて、自然や動物を大切
にする心が芽生えてくるで
し ょ う。ミ ニ ガ タ リ ン ピ ッ ク
コースとセットもあります。

いのちの海"有明海"で開催
される世界に冠たるガタリ
ンピックの競技種目の一部
を体験できます。日頃のスト
レスを発散できる良いチャ
ン ス で す。是 非、あ な た も 人
間ムツゴロウになってみて
は如何ですか？

◎ 1人950円～／ 1時間～ ◎ 要予約（1 ヶ月前まで）
◎ 通年（ミニガタリンピックとセットは4 ～ 10月）

道の駅鹿島 TEL:0954-63-1768
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◎ 1基1潮1,000円（4名～ 10名）
◎ 潮の関係で日々変動／ 4名～ 10名／当日も可

◎ 1 人 1,800 円（30 名未満は１団体 54,000 円）
◎ 1.5 時間～ 3 時間／潮汐の関係で変動有
◎ 4 月中旬～ 10 月／要予約（1 ヶ月前まで）

白浜海水浴場

海釣り

釣り船・漁業体験

休憩所や更衣室、シャワー室（有料：
3分100円）、トイレ、駐車場などの施
設があります。
開設期間（例年：7月10日～ 8月末）
◎太良町役場企画商工課
TEL:0954-67-0312

鹿島市から太良町へと続く有明海
の沿岸は絶好の釣りスポット。磯釣
りや波止釣り等が楽しめます。有明
海の潮風に吹かれながら、のんびり
と海釣りを楽しみませんか？

有明海で様々な船釣りや刺し網漁
等の漁業体験ができます。有明海から
見る多良岳山系の景色も絶景です。
◎太良町遊漁船クラブ（代表：森田）
TEL:0954-67-0098（要予約）
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至武雄市

●嬉野市役所
（塩田庁舎）

JR肥前鹿島駅

肥前鹿島干潟

（ラムサール条約登録湿地）

嬉野市

塩田津

★

肥前鹿島干潟
（ラムサール条約登録湿地）

肥前鹿島干潟は、塩田川、鹿島川の河口と海岸に発達
する干潟です。秋から春にかけてシギ・チドリ類が約
40種渡来します。他にも絶滅が危惧されているクロツ
ラヘラサギやツクシガモなどの希少種も飛来するな
ど、東アジアにおける渡り鳥の重要な中継地及び越冬
地となっています。

★

鹿島市役所●

肥前浜宿 ★

JR肥前浜駅

JR肥前飯田駅

★

道の駅太良

鹿島市

★

（たらふく館）

海道(みち)しるべ

沖ノ島

★

JR肥前七浦駅

有明海の自然環境と３つの日本一
九州北部４県に囲まれた有明海は、海の色が泥(どろ)の色をしており、潮が引くと一面に泥の干潟が現れま
す。この泥は、大昔に阿蘇山が大噴火した際の火山灰が堆積したものです。一番深いところでも約20ｍしかな
いとても浅い海で、干満の差がとても大きいのが特徴です。この特有の自然環境は、固有の生き物や人々の生
活に独自の習俗を育んできました。

道の駅鹿島

祐徳稲荷神社 ★

見て、感じて、食べて!
有明海 の自然を満喫しよう !

★

海中道路・鳥居 ★

①潮の満ち引き（干満）の差が日本一。
月の引力と有明海の地形によって生まれる干潟の干満の差は、最大で約6mにもなります。
②干潟の面積が日本一。有明海の干潟面積は日本全国の約4割もあります。
③海苔の生産量が日本一。有明海の海苔は生産量だけでなく、味などの品質も高い評価を受けています。

沖ノ島まいり（おしまさんまいり）

干潟展望館
（ミニ水族館）

毎年旧暦の6月19日の夜、有明海沿岸の集落から、提
灯で飾り立てた多くの船が、道の駅鹿島に集まり、5㎞
沖の岩礁「沖ノ島」に向け、鉦や太鼓を打ち鳴らしなが
ら一斉に船出します。その昔「お島」という若い娘が雨
乞いの願をかけ、有明海に身を投げたという伝説もあ
ります。江戸時代から行われている、雨乞いや航海の安
全を祈願するお祭りです。

JR多良駅

たら海苔生産事業所 ★
多良岳オレンジ海道

太良町

白浜海水浴場

太良町役場●

★
JR肥前大浦駅
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たら竹崎温泉 ★

有明海のユニークな生き物

鹿島市干潟展望館は
道の駅鹿島内にありま
す。有明海を一望できる
ほか、ミニ水族館や望遠
鏡等が無料で観覧出来
ます。ミニ水族館には、
全国的にも珍しい有明
海の生き物たちが、常時
約30種類展示されています。
タッチプールコーナーもあって、児童や観光客に人気です。
◎TEL:0954-63-1723

特殊な自然環境から、日本では有明海にしか生息していない生き物もいます。干潟の上を跳ね回る、愛嬌たっぷりのムツ
ゴロウをはじめ、その見た目から「干潟のエイリアン」の異名を持つワラスボ。片方のハサミだけが大きく発達したシオマ
ネキなど、見た目もとてもユニークな生き物たちです。

海中道路・鳥居
干潮の時に姿を現す、有明海の沖へと続く「海中道
路」。この道路は太良町の漁業になくてはならない荷揚
げ用の作業道路で町内に3箇所あります。多良漁港の海
中道路のそばには大魚神社の第二の鳥居「海中鳥居」も
あり、潮の満ち引きを通じて月の引力を感じることが
できるスポットです。

わらすぼ

むつごろう

しおまねき
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大自然とふれあう

海旅

佐賀県
kashima・tara・ureshino

鹿島・太良・嬉野

肥前路南西部広域観光協議会
◆ 鹿島市観光協会 0954-62-3942

◆ 太良町観光協会 0954-67-0065

◆ 嬉野温泉観光協会 0954-43-0137

