長崎 県のあ らまし

九州観 光シリー ズ第４ 回目とな る今回 は︑大阪 駅前第 一ビル８ 階にあ
年よ り︑観光 ・物産 情報の提 供をは じめ︑ 求

る︑長 崎県大阪 事務所 を訪ねま した︒ 関西・ 中部圏で 唯一の 長崎県の
総合窓 口とし て︑昭和
人︑企 業誘致 の業務を 行って います ︒

長崎 県は九 州の北 西部に位 置し︑ 西は東シ ナ海︑ 北は日本 海︑東 は有明 海に面し ていま
す ︒海岸線 がリア ス式海岸 となっ ている のが地理 的な特 徴︒入り 組んだ 海岸線の 長さは ４
千 キロメ ートルに も達し ︑北海道 につい で全国第 ２位と いうから 驚きま す︒外 洋では東 シ
ナ 海から 黄海にか けて大 陸棚が広 がり︑ 暖流の 対馬海流 に韓国 の済州島 から冷 水が流れ 込
ん でいま す︒プ ランクト ンが豊 富なこの 海域は 西海漁場 と呼ば れる世 界的な好 漁場と なっ
ています ︒
西海漁 場から捕 れる新 鮮な魚介 類を原 料にした 水産加 工品づ くりも盛 んです ︒長崎県 で
は優れた水産加工品を﹁長崎俵物﹂として全国に推奨しています ︒﹁長崎俵物﹂の由来は
江戸時 代にさ かのぼり ます︒ 鎖国を行 ってい た当時 の日本で 唯一海 外へ開い た貿易 窓口だ
った長 崎では ︑なま こ︑あわ び︑ふ かひれな どの乾 物を俵に 詰めて 清国に 輸出して いまし
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た︒ それらは ﹁長崎 俵物﹂と 呼ばれ ︑貴重 な貿易品 として 産業を支 えてい ました︒
工業 では︑江戸 時代末に 政府が日本 初の
製鉄 所を長崎 に設立し︑ 日本の近 代化の端
緒を 開きまし た︒明治 時代に入 って長崎造
船 所として新 政府が経 営し︑の ちに民間企
業 に払い下 げられ︑造 船ととも にタービン
年に は造船進 水量で世界一

・ ボイラー などの製 造も行い 現在に至って
います︒昭 和

る侵 攻があり ︑対馬や 壱岐︑松 浦地方が襲

後半 にはモン ゴル帝国 ︵元︶の二 度にわた

外国 との関わり がありま した︒鎌 倉時代の

長崎県 はその地 理的条件により古く から

鎖国と キリス ト教

る遺産 など異 国情緒に 溢れて います︒

が生んだ 祭り︑料 理︑キリ スト教に関連 す

となりま した︒この ほか︑国 際交流の歴史
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撃さ れまし た︒

世 紀中ご ろから 鎖国が始 まるま では︑ポ ルトガ ルやスペ イン︑ オラン ダ

と の南蛮貿 易が行 われまし た︒平 戸にオラ ンダ商 館︑イ ギリス商 館が設 けられ︑ 日本で 初
め ての西洋 諸国と の貿易 が始まり ました ︒日本は ︑鉄砲 ︑火薬︑ 生糸︑ 絹織物 などを輸 入
し ︑他国 へは︑銀 ︑屏風 ︑刀剣な どを輸 出して いました ︒
し かし江 戸幕府 は︑南蛮 貿易に よって勢 力を増 した西日 本の大 名と︑ キリスト 教が全 国
統治の妨 げにな ることを 憂慮し ︑１６ ３９年鎖 国を完 成させま す︒以 降︑貿易 相手国 はオ
ランダ と清国に 限られ ︑オラン ダ商館 を出島に 移し︑ そこで貿 易が行 われま した︒出 島内
分の １の大き さで再 現されて います ︒

で開業 し︑また 鳴滝塾 を開いて 西洋医 学を広 めたドイ ツ人医 師シーボ ルトの 足跡は広 く知
られて います ︒現在︑ 出島は

聖 人殉教 事件に発 展しま した︒徳 川家康 は
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月には 世界最 大のビー ル祭り ﹁オクト ーバー フ

10

ェ スト
http://www.nagasaki-tabinet.com/eat/syokuking/beer/ ﹂ が 長 崎 市 と 佐 世 保 市 で 開 催
されます︒祭りでは︑迫力満点の龍が空をかける﹁長崎くんち ﹂︵ 月７〜９日 ︶︑故人

は ビール発 祥の地 でもあり ︑本年 ９月と

世保 バーガ ーはア メリカ海 軍から 教わった のが始 まりで今 や全国 区とな っていま す︒長 崎

留学 生のた めに安く て栄養 価とボリ ューム のある メニュー という ことで発 案した もの︒佐

の口 にあう ようにし た郷土 の味です ︒チャ ンポン︑ 皿うど んは四海 楼初代 店主が ︑中国人

の筆 頭は料理 でしょ う︒しっ ぽく料 理は中 国料理に ヨーロ ッパ風の 料理を 取り入れ 日本人

融合さ れてゆ く舞台 となって 来まし た︒その 歴史は ︑現在の 観光資 源とな っていま す︒そ

歴史の中の悲しい一面もありますが︑古くから長崎は外国の文化が日本の文化に出会い︑

長崎の 観光

けました ︒

さ れます ︒その 後もさら に厳し い弾圧が 行われ ︑信者は 五島な どの離 島で細々 と信仰 を続

に 反発し た天草四 郎をリ ーダーに ３万数 千人が 島原天草 一揆を 起こしま すが︑ 幕府に制 圧

強 大化し たキリス ト教を 警戒し︑ １６１ ３年禁教 令を発 布︒１６ ３７年 には︑ 厳しい弾 圧

人 宣教師︶ を追放 ︒宣教師 ︑信者 を処刑 した

進し たこと で︑状 況は一変 しまし た︒大友 の行動 に腹を立 てた豊 臣秀吉 はバテレ ン︵外 国

まし た︒と ころが︑ キリシ タン大名 大友純 忠が長 崎の町を キリス ト教団体 イエズ ス会に寄

始ま りです︒ 当初は ︑全国 統一を進 める織 田信長や 豊臣秀 吉の保護 を受け ︑発展 していき

ラン シスコ・ ザビエ ルが平戸 でキリ スト教を 布教し たこと が日本に おける キリスト 教史の

キリス ト教の 伝来も長 崎の歴 史を語 る上で外 すこと はできま せん︒ １５５０ 年宣教 師フ
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日 ︶︑全国の華僑が故郷を偲ぶ中国盆

15

日 ︶ が 開 催 され ま す ︒ ま た ︑ 歴 史好 き の 方 は ９ 月 ４日 京 都 文 化 博

日︶が あります ︒その 他︑ハウ ステン ボスでは 山本寛 斎を招 いての元 気祭

の霊 を 船 に 乗 せ ︑ 西方 浄 土 へ 送 る 精 霊 流し ︵ ８ 月
〜
月

16

会︵８月
日〜
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参考
http://www.pref.nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20110624114317.pdf
職員の方は ︑﹁九州新幹線が開通して大阪から近くなりました︒最新情報を長崎旅ネッ
トで 検索して ︑あな た好みの 旅プラ ンを立 ててくだ さい﹂ と仰って います ︒
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物館で 開催の ﹁旅する 長崎学 講座﹂で 長崎海 道を学ん でみて はいかが でしょ う︒

り ︵７ 月
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長崎 県大阪 事務所
大 阪駅前第 １ビル ８階

URL

http://www.nagasaki-tabinet.com/

０ ６・６３ ４１・ ００１ ２
長 崎旅ネ ット

掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テン ツ 無 断複 写 ︑ 転載 を 禁 じま す ︒
︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞
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